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平成１８年第１回浦幌町議会定例会（第７号） 

 

平成１８年３月２２日（水曜日） 

開議 午後 １時３０分 

閉会 午後 ５時３５分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ２ 行政報告（町長） 

 日程第 ３ 議案第３３号 平成１８年度浦幌町町有林野特別会計予算 

 日程第 ４ 議案第３４号 平成１８年度浦幌町模範牧場特別会計予算 

 日程第 ５ 議案第３５号 平成１８年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第 ６ 議案第３６号 平成１８年度浦幌町老人保健特別会計予算 

 日程第 ７ 議案第３７号 平成１８年度浦幌町介護保険特別会計予算 

 日程第 ８ 議案第３８号 平成１８年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 

 日程第 ９ 議案第３９号 平成１８年度浦幌町公共下水道特別会計予算 

 日程第１０ 議案第４０号 平成１８年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 

 日程第１１ 議案第４１号 平成１８年度浦幌町簡易水道特別会計予算 

 日程第１２ 発議第 ３号 道州制特区推進法案に関する要望意見書の提出について 

 日程第１３ 発議第 ４号 高齢者への負担増に反対し、安心の医療制度改革を求める 

              意見書の提出について 

 日程第１４ 発議第 ５号  新たな「高校教育に関する指針」（素案）の高校配置計画 

              の撤回を求める要望意見書の提出について 

 日程第１５ 発議第 ６号  上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に関する要望意見書 

              の提出について 

 日程第１６ 発議第 ７号  米国産牛肉輸入の全面停止継続等を求める要望意見書の提 

              出について 

 日程第１７ 発議第 ８号  高速道路整備計画に関する要望意見書の提出について 

 日程第１８ 発議第 ９号  議員の派遣について 

 日程第１９ 発議第１０号 所管事務調査について 

 

〇出席議員（１６名） 

    １番  森     秀  幸     ２番  杉  江     博 

    ３番  福  原  仁  子     ４番  差  間  勝  男 

    ５番  河  内  富  喜          ６番  野  村  俊  博 

    ７番  岡  田  愛  啓          ８番  阿  部     優 
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    ９番  高  橋  利  一    １０番  田  村  寛  邦 

      １１番  松  井     泉（午後３時３０分～欠席） 

      １２番  森     啓 之 介    １３番  岸  田  武  雄 

      １４番  島  田  辰  彦    １５番    山  田  道  夫 

      １６番  水  沢  一  広 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

     町    長   八    木    忠    宏 

     助    役   安  藤  忠  司 

     総 務 課 長   山  田  行  博 

          ま ち づ く り 

          政 策 課 長      佐  藤  芳  雄 

          町 民 課 長      亀  山     昇 

     保健福祉課長   上  村  健  二 

          産 業 課 長      中  川  哲  朗 

     施 設 課 長   松  田     勇 

     上浦幌支所長   河  村  七五三喜 

     出 納 室 長   経  堂  岩  夫 

          診療所事務長      永  澤  厚  志 

          総 務 課 

          財 政 係 長      獅 子 原  将  文 

 

    教育委員会 
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開議 午後 １時３０分 

    ◎開議の宣告 

〇水沢議長 ただいまの出席議員は16名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎日程第１ 諸般の報告 

〇水沢議長 日程第１、諸般の報告を行います。 

 ３月６日から21日までの議長等の動静については、諸般の報告としてお手元に配付して

おりますので、ご了承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 行政報告 

〇水沢議長 日程第２、行政報告を許します。 

 町長。 

〇八木町長 報告いたします。 

 ３月６日から３月21日までの町長等の動静につきましては、記載のとおりですので、ご

らんおき願いたいと思います。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第３ 議案第３３号 

〇水沢議長 日程第３、議案第33号 平成18年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 議案第33号 平成18年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成18年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,456万円と定める。 

 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

 平成18年３月６日提出、浦幌町長。 

 第１表は省略させていただきます。 

 ４ページ、歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただきます。 
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 この会計につきましては、町有林3,873ヘクタールの管理、造成をするための特別会計で

ございます。 

 ２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助2,562万円、造林補助につきまし

ては人工造林26.04ヘクタール、下草刈り112.41ヘクタール、除間伐89.60ヘクタールの補

助金でございます。２節野そ駆除補助41万1,000円、これは野ネズミ駆除の補助金280ヘク

タールを予定しております。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金２万円、これは預金利子でござ

います。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入2,685万3,000円、立木売払収入でございますが、

説明資料のとおりでございます。説明資料の26ページで、樹種が皆伐でストローと書いて

ありますが、これは省略しておりまして、正式にはストローブ、ブを入れていただきたい

というふうに思います。それから、間伐材売払収入につきましても説明資料のとおりでご

ざいます。説明資料の中でもう一つ、択伐Ｎ―Ｌと書いてございますが、これは針葉樹と

広葉樹の混交林という意味でございますので、そういうふうにご理解をいただきたいとい

うふうに思います。立木売り払いにつきましては、面積としては44.48ヘクタール、6,850

立方を予定しております。 

 次に、３款繰入金、１項他会計繰入金、２目一般会計繰入金５万円。 

 ２項１目基金繰入金1,400万円、基金繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金507万7,000円、前年度繰越金でございます。 

 ５款諸収入、１項雑入、１目預金利子２万円、２目雑入40万円。 

 次に、８ページの歳出でございます。１款１項１目財産管理費1,130万8,000円、この目

につきましては町有林の維持管理に係る経費でございます。減の主なものは、役務費、そ

れから使用料及び賃借料並びに公課費でございます。役務費の中で森林共済保険料につき

ましては、新しく植えました27.82ヘクタールの植林地に対して森林国営保険を掛ける保険

料でございます。 

 それから、２款１項財産造成費、１目造林費4,496万9,000円、この目につきましては町

有林の造成に係る経費でございます。減の主なものは、原材料費でございます。これは、

昨年より造林面積が減っておりますので、その苗木代の減によるものでございます。13節

委託料、それから15節工事請負費、16節原材料費につきましては、説明資料のとおりでご

ざいます。それから、11節の需用費の消耗品につきましては、町有林の境界や除間伐の調

査に使うペンキ等、それからネズミの薬等が消耗品としてここで見ております。 

 それから、３款１項公債費、１目元金1,446万6,000円、それから２目利子376万7,000円。 

 ４款１項１目予備費５万円。 

 次に、10ページでございます。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高見込みに関する調書、公有林整備事業債、前々年度末現在で１

億6,731万7,000円、前年度末で現在高見込額１億5,231万6,000円、当該年度中元金償還見
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込額は1,446万6,000円、当該年度末現在高見込額が１億3,785万円。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 町有林の森林施業計画が２年間延びて、平成20年３月31日までになったわけ

ですけれども、歳入歳出は前年度と比較しまして226万9,000円の減額予算と。それで、歳

入における造林補助金が前年度に対して327万8,000円の減額になっておりますし、また町

有林の売り払い代金であります財産売払収入の立木、間伐材の売払収入では2,937万3,000

円で、前年度より31万5,000円の減というふうになっております。一方、歳出における造林

費につきましては4,496万9,000円で、対前年度比約100万3,000円の減額と。単純に歳入に

おける町有林の売り払い代金と歳出における造林費を比較しますと、格差、赤字が17年度

においても約1,600万出されております。今後においても、このような状況で一般会計なり

基金の方からの繰入金によって事業を遂行していくという考え、計画なのか。それとも、

財産売り払いによる収入増を図っていくと。したがって、繰入金の減額を図っていくと。

そういう考えについてはどうか、お尋ねします。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今のご質問ですが、事業的には今後も皆伐、カラマツにつきましては40

年サイクルということで、伐期の施業計画どおりに事業としては進めてまいりたいという

ふうに考えておりますし、それから年々補助制度が縮小され、また事業費等も補助の中で

は安くなってきているということと、総体のパイが財政難、国も道も財政難ということで、

だんだん縮められてきております。今の情報ですと、平成18年度の造林や下草刈りは100％

要求どおり出るようですが、除間伐については予定額の半額というようなことで、国も道

も大変厳しい財政状況ということで、町村の方にもそのしわ寄せが来ているということに

なっております。そういう中では、町有林として今後は手入れをしないで投げておくとい

うことになりませんので、その辺では施業計画にのっとってきちっと、やっぱり将来の森

づくりということも考えまして、事業的にはきちっとやっていきたいというふうに考えて

いますので、この繰入金等については今後もこのような状況でいくしかないかなと。そし

て、取り崩しというのですか、前倒しについては、前にも申し上げていますけれども、施

業計画にのっとってきちっとした計画的造林なり伐採をしていきたいというふうに考えて

おります。 

〇水沢議長 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 国なり道の財政が非常に厳しいという中で、補助金も年々減額をされていく

と。それに伴って、当然この町有林の事業計画についてもそれぞれ影響を及ぼしてくると

いうことでございますけれども、確かに森林経営そのものは30年、50年後の収益のために

投資をしているというわけでありますので、このことについて町当局としてこれまでに町

有林の長期的な収益もしくは損失について試算をしたことがありますか。 
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〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 私もずっと長いのですが、長期的に総トータルできちっと出したという

ことはありませんが、それぞれ毎年台帳をつけていますので、収入が何ぼあって、それか

ら何ぼ需用費にかかったという台帳はありますので、それが集計されれば、何ぼもうかっ

たのか、損したのかというのは出てくるようにはなっております。 

〇水沢議長 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 やはりこういう30年、50年先を見越しての事業でありますので、その辺につ

いてきちっとこうした試算をしたものを示していくという必要があるかと思います。 

 それで、昨年も同僚議員の方から質問が出ていたのですけれども、今後地方交付税が年々

減少されていくだろうと、そういう状況になっております。そういう中で、町としても自

主財源の確保に向けて町民に理解とお願いをして、公共料金等の値上げをしてきているわ

けなのですけれども、こうした自主財源の確保の点から町有林事業の果たす役割と、そう

いう点も含めて今後前倒しなんかして自主財源の確保に町有林野事業そのものを活用する

というようなことについては検討しなければならないというような考えに立っていらっし

ゃるでしょうか。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 自主財源の確保ということで、16年度につきましても若干前倒ししておりま

す。そういうことで、今後交付税の動向を見ないと、今のところはっきり申し上げられま

せんけれども、先日つくりましたまちづくり計画の中の財政計画、その中ではそこまでは、

自主財源の確保ということで前倒ししてやるということまでは見ておりません。ただ、今

言われています19年度以降の交付税の動向によって、また多少の前倒しということは考え

ていかなければならないのかなとは思っております。 

〇水沢議長 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 厳しい財政状況の中で、町が持っているそうした財産等についても、やはり

自主財源を確保するというふうに検討をせざるを得ない状況になれば、それなりに今検討

していくということでございますけれども、それについてやはり森林を守るということは、

これは本当に永遠の課題であると。いわゆる子孫に受け継いでいかなければならない事業

でもあります。だからといって、赤字の垂れ流しではだめだというわけで、施業方法の見

直しを含めて、より収益性の高い健全な経営に努めなければならないわけなのですけれど

も、現在は木材価格の上昇が期待できない状況にありますし、そうなるといかに経費を少

なくして、価格の高い木材を生産するかが一つの大きな問題になってくると思います。そ

ういうことで、作業能率の向上も図っていかなければならないし、また山林野そのものの

林道網を整備して、また枝道の作業道もつくっていかなければならないと。これもきちっ

と維持管理をしていかなければならないと。そういうことで、ある程度町の方からの助成

措置、いわゆる繰入金の必要な場合も生じてくると思いますけれども、そういう中でさら

に山、森林を管理し、育てていくということについて、林業技術や山に対する経験や知識
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を持たなければならないと思いますし、そういう中で林業に専念する職員の育成とか養成

に努めていかなければならないと。そういう課題が求められているのではないかというふ

うに考えるわけですけれども、その辺の考え方についてお尋ねします。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 岸田議員のご質問にお答えしていきたいと思いますけれども、先日も一般会

計の中で、質問の中でお答えしておりますけれども、専門的な知識が必要だということで、

次の職員体制をどのように考えているかということでございました。前回もお話ししまし

たように、今回の４月の人事で、今担当している人が１年ということでございますから、

人事で引き継げるようにしていきたいなと思っております。しかし、それだけでは十分で

ないだろうと思っておりますので、財産の管理はもちろん浦幌町がやりますけれども、町

有林の維持といいますか、そういうものについてはやはりそういう専門機関、森林組合等

にお願いしながら、できるだけ効率のいいような形で管理運営をしていかなければならな

いと、このように考えております。 

〇水沢議長 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 そういう方法もあるということだと思いますけれども、やはり山を管理して

いくには相当山を熟知していかなければならないし、またそれなりの経験がどうしても要

求されてくると思います。特に一つの例をとると、立木の売り払い、また間伐のそうした

事業についても、それなりに山を知っていなければならない。そして、立木の売り払い等

についての調査等についても、やはり町職員が直接その事業に携わるということが必要で

ないのかと。第三者なりにそういう調査を依頼するのでなくして、やはり売買する方の、

売る方の側に立つならば、直接町職員がそうした立木なりを調査し、実態もきちんと把握

した中で価格の設定をし、そして入札に持っていくということがこれまでのやり方であっ

て、そのことが今後とも継続されていくべきでないのかなというふうに思いますけれども、

もう一度その辺についてお願いします。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今岸田議員の方からありました、特に立木の売り払い、除間伐の売り払

い関係につきましては、町側は売る側ですし、業者側は買う側ですから、売る方は一円で

も高く売りたい、買う方は一円でも安く買いたいというのが入札の状況でございますから、

私どももずっとそういう関係では業者に任せるということは一切できませんし、細かい話

をすれば、調査によっては20センチあるものが18センチになったり、樹高が23メーターあ

るのが22メーター、それが何千本、何万本という数になりますと、相当な売り払いの金額

に差が出てくるのではないかというふうには思います。状況的には、そういうこともある

と。ただ、委託する側としては、きちっとその辺も、担当者がいるわけですから、そうい

うチェックをしていくということはできるのではないかなというふうに思いますけれども、

従来はそういう形でやってきたということでございます。 

〇水沢議長 町長。 
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〇八木町長 そういう、今課長の答えた範囲から出ることはないわけですけれども、今後

例えばそういう森林組合にお願いしながら、お手伝いをいただきながら調査ということが

あっても、やはり先ほど申したように財産管理はあくまでも浦幌町という形をきちっと明

確にしながら運営をしていきたいなというふうに考えております。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 

 これより議案第33号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第33号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第３４号 

〇水沢議長 日程第４、議案第34号 平成18年度浦幌町模範牧場特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 議案第34号 平成18年度浦幌町模範牧場特別会計予算。 

 平成18年度浦幌町の模範牧場特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億1,294万5,000円と定める。 

 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

 平成18年３月６日提出、浦幌町長。 

 第１表は省略させていただきます。 

 ４ページの歳入歳出予算事項別明細書、総括は省略させていただきます。 

 この会計につきましては、共同利用模範牧場における乳用牛預託経費及び放牧地、採草

地の維持管理をするための特別会計でございます。 

 ２、歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧場使用料１億706万5,000円、こ

れは説明資料に載せてありますので、ごらんおきをいただきたいと思います。数字的に申

し上げますと、夏期入牧料が720頭、それから冬期が520頭、哺育が150頭という内訳になっ

ております。その中で哺育の関係につきましては、町内が90頭、町外が60頭の内訳になっ

ております。 

 ２項手数料、１目捕縛手数料200万円、捕縛手数料につきましては説明資料のとおりでご

ざいますが、人工授精捕縛料は650頭、入退牧捕縛料につきましては700頭分を見ておりま
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す。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１万円。 

 ３款１項１目繰越金100万円、これは前年度繰越金です。 

 ４款繰入金、１項１目基金繰入金189万円、基金繰入金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入98万円、雑入につきましては入牧牛駆虫薬剤等を見ておりま

す。 

 次に、８ページ、歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

この目は牧場に係る人件費及び事務所経費並びに各団体負担金でございます。本年度予算

額1,551万4,000円、報酬につきましては模範牧場運営委員７名分の報酬でございます。減

の主なものは、繰出金、それから増の主なものは積立金でございます。積立金につきまし

ては、平成17年度末で1,992万円となっております。 

 次に、２款施設費、１項１目施設管理費9,738万1,000円、この目につきましては牧場に

おける乳用牛預託経費及び採草地の維持管理を行う経費でございます。増の主なものは、

工事請負費と公課費並びに人件費でございます。10ページ、需用費の修繕料につきまして

は、説明資料のとおりでございます。需用費の中で消耗品につきましては、肥料、それか

ら飼料代等でございます。それから、14節の使用料及び賃借料、それから15節の工事請負

費については説明資料のとおりでございますが、工事請負費につきましては60坪のＤ型ハ

ウスの屋根だけを建設する予定でございます。なお、この建設に当たりましては、入牧等

の許可を行う際には町の模範牧場設置及び管理に関する条例施行規則第３条、十勝家畜保

健衛生所が行う家畜伝染病予防法の必要な検査、それから注射、薬溶、または投薬を受け

ていることという要件がございます。そういう中で、哺育育成牛を受け入れする場合、月

齢の関係で家畜伝染病予防法の法定検査の対象となっていないために十勝家畜保健衛生所

より指導がありまして、検討してまいりましたが、現在の施設では代替で使用できる施設

がないため、平成18年度に待機牛舎を設置し、家畜伝染病の蔓延防止に努めてまいりたい

というふうに思っております。そういう中で、ただし昨今の乳牛の関係では、生産調整が

出てきております。そういう中で、多分預託が減少するということがこれから考えられる

かなというふうに思いますので、一応９月ころまで状況を見ながら、この建設については

考えていきたいということで、９月ころまでに建てるか建てないかという状況判断をさせ

ていただきたいということでお願いをしたいというふうに思います。 

 ３款１項１目予備費５万円。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 12番、森議員。 

〇森議員 今説明ありましたように、生乳調整が最近になって発表されまして、それは町

でも押さえているようですけれども、この予算書は早くに作成されたと思っております。

その中で、４月ごろにまた見直しというけれども、ある程度はっきりしているのです。浦
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幌町で淘汰するの、何百頭としないとならないのです。それで、もう１カ月近くたつので、

組みかえして出さなくてもよろしいのか。生産者あたりは、もう打撃受けて、今年１年の

営農に、乳牛飼っている人が一番打撃与えるということで、数字的にはっきりしてきてい

るのですよね。その中で、組みかえは今後するというけれども、今の予算で出せなかった

のかどうかということを聞きたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今森議員の方からありましたように、これは年前、11月ころ予算組んで

おりますので、その状況ではちょっと、保健所のそういう指導がありましたので、今の施

設の中では入牧してきた牛を隔離して見るところがないというような状況でしたので、予

算を組ませていただいたわけです。今の状況的には、非常に減るのは間違いないだろうと

いうふうに考えられますけれども、先ほども申し上げましたように、若干何カ月か状況を

見させていただいて、その中で判断をしたいということでご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 よくわかります。課長、減るだろうでないです。はっきり減ると。もう淘汰は

何頭と浦幌町も出ているのです。それだけしていれば、今回このように間に合わなかった

ので、できるだけ早い機会に予算の組み替えをお願いしたいということで、考えあるとい

うので、早急に進めてほしいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 意向としては十分わかりました。 

 それで、状況的には今年、平成17年度よりも頭数が減れば、何とか今の施設の一番小さ

いようなところで対応はできるのではないかと。この予算の時点では、もうちょっとふえ

るだろうという予想をしておりましたので、今の施設の中では隔離して、いわゆるスペー

スがないということで予算を組ませていただいたということでございますので、その辺も

ご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 模範牧場、大変会計処理が上手にできていて、こういう運営ができたらいい

なというふうに思いますけれども、１点か２点、ちょっとお伺いしたいのですけれども、

今森議員の方からご意見あったように、そのような状況の中で判断の仕方としてはいいの

でないかなというふうに思ってございます。そんなところで、哺育の預託牛が町内90頭の

町外60頭だったと思いますけれども、いろいろなうわさとか話はあるのですけれども、実

際的にお預かりして、哺育期間だけ、例えば４カ月、５カ月でお返しになっているのか、

それを継続して管理させていただいているのか、その辺よくわかりませんけれども、恐ら

くや哺育から種つけまでやっているのかと思いますけれども、せめて抜き打ちで結構です

から、６カ月齢、12カ月齢、18カ月齢でお預かりしている牛の生育状況、恐らく模範牧場

だから毎月とっているのでしょうけれども、そんな毎月でなくてもいいですから、６カ月、
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12カ月、18カ月、24カ月ぐらいまでの成績のデータあったら出していただけたらありがた

いなと思うのですけれども、お願いしたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ちょっと専門的なことでデータ的なことは調査してみないとわからない

のですけれども、ありましたら後日でよろしいでしょうか、それともきょう中でしょうか。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 本当は今すぐ欲しいのですけれども、実は今の生乳調整で淘汰牛が出たりと

か、いろいろなことが出てございますけれども、その以前にどうも模範牧場の管理状況が

大変思わしくないよという生産者の方々の、預託されている方々のご意見を承るわけです

けれども、その成績を見た段階で一応標準と模範牧場のやり方がどのぐらいの格差がある

のかなというのをちょっと知りたかったのですけれども、出ないというのであれば出ない

中でもお聞きしておきたいのですけれども、そういうお話がある。そして、その中で特に

実際的には大変成績が悪くて、そして模範牧場が黒字だ、黒字だと笛吹いて太鼓たたいて

いるが、牛にえさも食わさないで、何が笛吹いて黒字だなんて言っているのだと、冗談で

はないよというような預託者からの意見を僕たくさん聞くのです。そんな中で、大口から

小口まで、もう模範牧場に牛預けれないよというようなご意見もあり、また初任牛におい

ては、まず３カ月も４カ月も前に下げてこなかったら、満足な子牛もできない、乳も出な

いと。それで、分娩の３カ月も４カ月も前におろしてきて、下牧してきて、腹いっぱいえ

さ食わしてやらなかったらどうしようもないのが実態だというようなお話を聞くのですけ

れども、それは僕が聞いている範疇だけで、担当者は成績優秀であれだと聞いているかも

しれませんけれども、もし失言があったらお許しをいただかなければいけないのだけれど

も、そういうような状況の中で模範牧場の果たして黒字経営というのが、ほかの牧場がも

うからないのに、浦幌の模範牧場だけがもうかるというのが、どこにその差があるのだろ

うねというようなご意見もなきにしもあらずなのですけれども、淘汰して乳牛が減ってい

く。そして、今こういうふうにして預託者が大変心配していると。もう少しきちっと管理

して食べさせてくれよと、黒字は出さなくてもいいから、ちょんちょんでいいのだから、

もうかった分だけえさ食わしてほしいなというようなご意見が何かすごく耳に入ってくる

のですけれども、そういうようなことを踏まえれば、今の淘汰したあげくの果てに、まだ

預託牛が減っていく。それから、牛乳の生産調整が入ってくる。これになると、今度ホル

スタインにＥＴやら初任牛にはＦ１をつける傾向が恐らくかなり強くなっていくというよ

うな状況を踏まえれば、先ほど担当課長が言ったように、９月まで様子を見てやりたいと

言ったのは賢明な方策だなというふうに思いますけれども、その模範牧場の管理状況につ

いて、担当課としては自信満々だよと言えるのか、それとも僕が言ったような傾向がじわ

りじわりと出てきているのか、その辺ちょっと教えてください。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今の関係でございますが、普通は妊娠するまで預かるということなので
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すが、たまたま預かっている中で１割ぐらいの方から今、田村議員がおっしゃいましたよ

うな意見が出されたというふうに聞いております。それは、今の生産調整の関係で妊娠牛

まで置かないで、早く退牧をさせたということによって、種つけ前に返してしまうという

状況がありますので、その分ちょっとやせて見えるかなという状況があったと。 

 それから、販売目的で少し太らせてほしいという、そういう持ち主の方もいたというこ

とで、それぞれ目的によって要望があるものですから、その後今月に入りまして、その１

割の方のところにずっと回って状況を把握しまして、それぞれの目的、それから預かる目

的によってやっぱり飼育の仕方も変えていかなければならないということで、牧場の方で

それについては対応をして、ご理解を皆さんに得たという報告は受けております。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 模範牧場をやっぱり運営していく以上、今ささやかな黒字が出たから笛、太

鼓をたたいているようなことのないように、やっぱり１割といえども、１割にもいろいろ

ありまして、１頭預けている人が１割の方だと言う人もいるし、１軒のうちで30頭預けて

いる人が勘定して１割とも言われるから、その辺は具体的に聞こうとは思いませんけれど

も、そういうようなことではかなり真剣に預託者の要望にこたえてやれるようなことをし

なければ、今こういう状況下にある畜産環境の中では厳しくなっていくであろうというふ

うな感じもしますし、特に牛乳というのは生産したものが何でも売れるという時代は、も

うこれから恐らく最後までないでしょう。恐らく３年間、生産調整どうのこうのと言って

いますけれども、僕は恐らく今の世界貿易機構や何かの中からいうと、生産したものがす

べて売れるなんていう時代は、まずもう来ないでしょうと。決められた枠の中で生産をし

て、そしてその中で何とか堅持していくというのが手いっぱいになるのかなというふうに

思ってございますけれども、そういうことを十分先取りしながら、先見の明を持って勉強

しながら、せっかくやっている模範牧場ですから、預託者と組合員とよく連携をとりなが

ら、堅実な経営をするように努力していただきたいなというふうに思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今言われたとおりでございます。牧場経営につきましても、こういうう

わさなり話が出るということ自体がやっぱり経営としてまずいかなというふうに感じます

し、今後十分この預託者と協議をしながら、預託される方に満足していただけるような牧

場経営をやっていかなければならないというふうに思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、これで質疑を打ち切らさせていただきます。 

 これより議案第34号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第34号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第３５号 

〇水沢議長 日程第５、議案第35号 平成18年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 議案第35号 平成18年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成18年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億9,683万6,000円と定める。 

 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

 平成18年３月６日提出、浦幌町長。 

 この特別会計につきましては、加入世帯1,465世帯、被保険者数3,465人の国民健康保険

の運営及び医療費収支の会計を処理する会計でございます。 

 なお、国民健康保険事業特別会計予算説明資料は、各会計予算説明資料の31ページから

33ページまでに記載のとおりですので、ご参照願います。 

 次に、第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 

 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国

民健康保険税、本年度予算額２億6,573万円、前年度当初予算比で280万円、1.1％の減でご

ざいます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度予算額2,070万2,000円、前年度当初予算比

で10万円、0.5％減の内容でございます。これらの目は、一般被保険者及び退職被保険者に

係る医療給付費分、介護納付金分の現年課税分並びに滞納繰り越し分の国民健康保険税で

ございます。なお、国においては国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が３月10日

に公布されまして、介護納付金賦課額に係る限度額を現行の８万円から９万円に、平成18

年度及び平成19年度の国民健康保険税を賦課する場合に、公的年金等控除の見直しの影響

を受ける被保険者の国民健康保険税所得割算定及び国民健康保険税減額判定の際に特別控

除を適用する経過措置を講ずることとなり、今後本町におきましても国民健康保険税条例

の一部改正が必要となりましたので、よろしくお願いいたします。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、本年度予算額２億996万

8,000円、この目は保険給付費、老人保健拠出金及び介護納付金に対し、国から34％が交付
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されるものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額534万3,000円、この目は歳出の５款１項

共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金に対し４分の１が交付されるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額3,700万円、この目は市町村間にお

ける財政力の不均衡を調整するために交付されるものでございます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額6,901万3,000円、この目は社会保険診

療報酬支払基金等から交付されるものでございます。 

 ４款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額534万3,000

円、この目は国庫支出金と同様に４分の１を道から交付されるものでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額5,005万2,000円、この目は市町村間

における財政力の不均衡を調整するために交付されるものでございます。 

 財政健全化対策費補助金は、北海道医療給付事業の実施に伴う医療費の波及増による国

民健康保険財政負担の軽減を図るため補助されておりましたが、三位一体改革において新

たな道負担が導入されたことに伴い財政調整機能が付与され、道も保険運営の一端を担う

ことになったため、財政健全化対策費補助金は平成18年度から廃止されたことによる廃目

整理でございます。 

 ８ページをごらん願います。５款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、

本年度予算額2,600万円、この目は高額医療費に係る保険者の財政運営の不安定化を緩和す

るため、保険者からの拠出金を財源として交付されるものでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億242万7,000円、

この目は一般会計からの繰入金で、保険税の軽減分の補てんを行う軽減分と低所得者を多

く抱える保険者の財政安定化を図る支援分、そして職員の人件費等に対する繰り入れでご

ざいます。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、前年度からの繰越金でございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額10万

円、２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、これらの目は一般被保険者及び退

職被保険者等国民健康保険税に係る延滞金の科目でございます。 

 ３目一般被保険者加算金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等加算金、本年度予

算額1,000円、これらの目は返還金に係る100分の40で計算される加算金の科目でございま

す。 

 ５目過料、本年度予算額1,000円、この目は過料を科した場合の科目でございます。 

 ２項１目預金利子、本年度予算額1,000円、預金に係る利子の科目でございます。 

 ３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第三者納付金、本年度予算額５万円、これらの目は交通事故などの第三者行為による納付

金の科目でございます。 

 ３目一般被保険者返納金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等返納金、本年度予
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算額1,000円、これらの目は国民健康保険被保険者の資格喪失等により療養費の給付を受け

ることができない場合の返納金の科目でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額1,000円、この目はその他雑入の科目でございます。 

 10ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額2,655万4,000円、この目はこの特別会計に係る３名の人件費及び事務経費で

ございます。増額の主なものといたしましては、人件費で258万5,000円増の内容でござい

ます。13節委託料は、国保連合会の電算システムを導入し、オンラインで結ばれておりま

すが、これを維持管理するための保守業務委託料が23万1,000円、国保連合会が保険者ごと

に事務処理を行うための共同電算事務処理委託料が133万円、保険者としてレセプト点検を

して病名と治療内容が合っているのか、病名に対して不適切な投薬がないかなどの過誤請

求等の不備レセプトを点検するレセプト点検業務処理委託料が206万9,000円でございます。 

 ２目連合会負担金、本年度予算額30万9,000円、この目は北海道国民健康保険団体連合会

等に対する負担金でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額39万4,000円、この目は国民健康保険税の賦

課及び徴収に係る事務経費でございます。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額16万円、この目は国民健康保険運営協議会開催に

係る経費でございます。本年度は３回の運営協議会の開催を予定しております。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額３億9,840

万円、２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額6,840万円、１目及び２目の療養給付

費は保険者が負担する医療費の７割分について国保連合会へ支払う経費でございます。な

お、各医療機関へは国保連合会から支払われることになっております。 

 ３目一般被保険者療養費、本年度予算額204万円、４目退職被保険者等療養費、本年度予

算額45万6,000円、３目及び４目の療養費は整骨院やはり、きゅうにかかったとき、もしく

は旅行中に保険証を持たずに病院で治療を受け、10割を被保険者が支払ってきたときに保

険者負担分の７割を被保険者に支払う場合に要する経費でございます。 

 12ページをごらん願います。５目審査支払手数料、本年度予算額147万5,000円、この目

は審査期間である国保連合会が行う請求内容の審査のために支払う審査手数料等でござい

ます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額4,740万円、２目退職被保

険者等高額療養費、本年度予算額582万円、１目及び２目の高額療養費は各世帯の所得状況

により１カ月に支払う医療費の限度額が定められており、その限度額を超えた額を支払う

のに要する経費でございます。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額５万円、２目退職被保険者等移送

費、本年度予算額３万円、１目及び２目の移送費は被保険者が病気やけがで移動が困難で

あり、医師の指示で別の医療機関に移送されたときに支払うための経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額390万円、この目は被保険者が出
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産した場合に30万円を出産育児一時金として支払うための経費でございます。なお、国民

健康保険法施行令の改正が行われた場合には、今年10月から35万円に変更されますので、

その際には追加の補正予算をお願いすることになるものでございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額55万円、この目は被保険者が死亡した場

合に１万円を葬祭給付費として支払うための経費でございます。 

 ３款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金、本年度予算額１億6,069万円、こ

の目は老人保健医療対象者の医療費を国、道、市町村、医療保険各法の保険者で負担して

いますが、その医療保険各法の保険者が負担する額のうち、本町の国民健康保険加入者に

係る拠出金を支払うのに要する経費でございます。 

 ２目老人保健事務費拠出金、本年度予算額267万2,000円、この目は老人保健医療対象者

に係る審査支払事務や拠出金徴収事務などに要する経費として、レセプト枚数や加入者数

に応じて拠出するのに要する経費でございます。 

 ４款１項１目介護納付金、本年度予算額5,279万2,000円、この目は介護保険事業の費用

のうち31％については医療保険各法の保険者が40歳以上65歳未満の加入者数により負担し

ておりますが、本町の国民健康保険負担分を介護納付金として支払うのに要する経費でご

ざいます。 

 14ページをごらん願います。５款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、本年度

予算額2,137万4,000円、この目は過去３年間の高額医療費の推移を見て全道対比で拠出す

るのに要する経費でございます。 

 ２目共同事業事務費拠出金、本年度予算額1,000円、この目は一般被保険者医療費事務の

共同処理に係り拠出するのに要する経費でございます。 

 ３目その他共同事業拠出金、本年度予算額1,000円、この目は退職者等医療費事務の共同

処理に係り拠出するのに要する経費でございます。 

 ６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額211万8,000円、この目は被保

険者の健康保持のために行う各種事業に要する経費でございます。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額20万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、１目及び２目は過

年度にさかのぼって資格喪失をしていた場合に過納となった国民健康保険税を還付するの

に要する経費でございます。 

 ３目償還金、本年度予算額50万円、この目は過年度の療養給付費等交付金の精算に伴い

返還するのに要する経費でございます。 

 ８款１項１目予備費、本年度予算額50万円、この目は予備の支出に備えるための経費で

ございます。 

 ここで３月10日に行われました島田議員からの一般質問、国保の現状と問題点の改善に

ついての中で短期被保険者証の発行に際して、被保険者全員に「短期」というゴム印を押

していることから、学校行事や子ども会行事に際して、通常の被保険者証をお持ちの子供
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さんとの差別につながり、子供さんの心に傷をつけるようなことは好ましくないという

再々質問に対して、内部での検討をお約束しておりましたが、内部で協議、検討の結果、

ご指摘の点を踏まえまして、今後乳幼児から学生さんまでの短期被保険者証を発行するに

当たり、「短期」というゴム印を押さないで発行することといたしましたので、何とぞご

理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 以上で議案第35号 平成18年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算についての説明を

終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 前向きに検討していただきまして、ありがとうございます。 

 きょうは、もう一点、別な点で伺いたいのですが、多くは語りませんけれども、運営協

議会の件であります。基本的には、従来たしか運営審議会だったと思うのです。それが最

近協議会に変わったのかな、それとも審議会を廃止したのだろうか。それが１点です。そ

れと、協議会の持ち方なのですが、これは中身わかりません。見直しの時期が来ましたら

審議会を開催されるのですが、そこに提示される議案書は、多くは税の見直しを審議会で

議論してきました。私、協議会の性格、これは課長からちょっと説明いただきたいのです

が、私思うには、単に国保税の見直し等にかかわる問題だけでなくて、日常的にと言った

らちょっときついのですが、適時に、いわばこの間私が質問で言ったような減免の問題だ

とか、またその時々の被保険者の状況だとか、そうした状況を把握したり、あるいは議論

ができると。そういう場にやはりしていく必要があるのではないのかな。その点について、

ちょっと伺いたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今のご質問について説明させていただきますが、国民健康保険運営協議

会ということで、国民健康保険法第11条で「国民健康保険事業の運営に関する重要事項を

審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く」と規定されております。こうい

うことから、審議会ではなくて、法制上は協議会ということになります。それで、国民健

康保険法施行令第３条第１項で「国民健康保険運営協議会は、被保険者を代表する委員、

保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する」。

第３条第２項で「協議会は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法第81条の

２第１項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる」

というふうなことも書いてありますが、この場合被用者保険の部分でいいますと、本町で

は入れておりません。また、同条第３項で「委員の定数は、条例で定める」と規定されて

おります。この規定を受けまして、浦幌町国民健康保険条例の中で委員の定数は９名とい

うふうに規定しております。それと、国民健康保険条例施行規則第２条で「国民健康保険

運営協議会は、町長から諮問があったときに、会長がこれを招集する」。同施行規則の第

10条で「会長は、協議会で議決を了した事項につき、１週間以内に町長に答申しなければ
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ならない」と規定されておりますので、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を町長

が諮問し、諮問のあった事項について審議を行ってから町長に答申をすることになってお

りますので、運営協議会についてはあくまでも諮問機関でございますので、その点ご了承

願いたいと思います。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 あくまでも諮問機関ということなのですが、私、従来諮問会議の委員をやら

せていただいたときに思ったことが、先ほど言ったのですが、国保税の見直しだけが審議

会にかかってくるのです。本当にそれでいいのだろうか。諮問機関とはいえ、この協議会

もそれだけを議論する場でいいのだろうか、そのように思うのです。少なくとも年に４回

か５回ぐらいは開催しながら、国保税を議論するだけが重要案件でありませんから、国保

全般にわたって協議会の９名の方ですか、その人方の意見もいただきながら、行政として

国保の運営に携わっていくと。そうした点では、やはり町民の声だとか、またそういう専

門の人の意見だとかが反映されてくる。そういうことがやっぱり望ましいと思うので、今

後協議会のあり方についてはひとつ工夫をしてみてください。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 運営協議会の開催については、本年度、平成17年度も１度開催しており

ますが、その中では国民健康保険事業についての全般的な状況をご説明し、ご理解をいた

だいているという中でございます。 

 また、平成18年度には３回を予定しているというふうに説明いたしましたが、その中で

もやはり全般的には事業の運営状況についてはご説明しながら、またそういう中で保険税

の税率等についても改正の必要があるのかないのかというところについても皆さんのご意

見を聞きながら、保険税について改定が必要であるというふうな意向であれば町長の方か

ら諮問させていただくというふうな形も考えていかなければならないものと考えておりま

す。その点についてはご理解いただきたいと思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 

 これより議案第35号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第35号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第３６号 

〇水沢議長 日程第６、議案第36号 平成18年度浦幌町老人保健特別会計予算を議題とい

たします。 
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 提案説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 議案第36号 平成18年度浦幌町老人保健特別会計予算。 

 平成18年度浦幌町の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億7,386万7,000円と定める。 

 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

 平成18年３月６日提出、浦幌町長。 

 この会計は、老人保健医療制度に係る医療費収支の会計を処理する特別会計でございま

す。 

 なお、老人保健特別会計予算説明資料は、各会計予算説明資料の34ページと35ページに

記載のとおりでございますので、ご参照を願います。 

 第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 

 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款１項支払基金交付金、１目医療費交付金、

本年度予算額４億6,245万7,000円、この目は老人保健医療諸費に対する医療保険各法から

の現年度分及び過年度分の交付金でございます。 

 ２目審査支払手数料交付金、本年度予算額298万1,000円、この目は老人保健医療事務経

費に対する医療保険各法からの現年度分、過年度分の交付金でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目老人医療費負担金、本年度予算額２億7,225万

7,000円、この目は窓口負担１割の方に係る老人保健医療費に対する現年度分及び過年度分

の国庫負担金でございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目老人医療費負担金、本年度予算額6,806万5,000円、

この目は窓口負担１割の方に係る老人保健医療費に対する現年度分及び過年度分の道負担

金でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額6,810万1,000円、

この目は窓口負担１割の方に係る老人保健医療費に対する一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、この目は前年度からの繰越金でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金及び加算金、１目延滞金、本年度予算額1,000円、この目は不正

利得等徴収金が納付期日までに納付されない場合に係る延滞金の科目でございます。 

 ２目加算金、本年度予算額1,000円、この目は不正利得等徴収金返納金に係る加算金の科

目でございます。 

 ２項１目預金利子、本年度予算額1,000円、この目は預金利子でございます。 
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 ３項雑入、１目第三者納付金、本年度予算額1,000円、この目は第三者行為に伴う納付金

を受け入れる科目でございます。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円、この目は医療機関の不正請求等があった場合に不正

利得等徴収金を返納してもらうための科目でございます。 

 ８ページをごらん願います。３、歳出、１款１項医療諸費、１目医療給付費、本年度予

算額８億5,920万円、この目は老人保健受給者が医療機関にかかった場合、その医療費の一

部である１割もしくは２割を本人が支払い、残りの費用は老人保健会計が負担する医療給

付費でございます。国保連合会と支払基金を通じて各医療機関に支払われます。 

 ２目医療支給費、本年度予算額1,164万円、この目は老人保健受給者がやむを得ない理由

により一たん全額自己負担をした場合に市町村負担分を支払う場合や整骨院にかかった場

合、はり、きゅうなどの施術を受けたときの費用やコルセットなどの治療用装具の費用な

どの一部負担金を除いた額と高額医療費の支払いに係る経費でございます。 

 ３目審査支払手数料、本年度予算額301万7,000円、この目は老人保健医療の診療報酬明

細書の審査機関である国保連合会と支払基金に対し、診療報酬明細書の枚数に応じて支払

う審査手数料でございます。 

 ２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金、本年度予算額1,000円、この目は過

年度の医療給付費の精算に伴い償還するための経費でございます。 

 ２目還付金、本年度予算額2,000円、この目は不正利得徴収金に過納があったときに還付

するための経費でございます。 

 ３目過年度支出金、本年度予算額4,000円、この目は一般会計繰入金の精算に伴い返還す

るための経費でございます。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額3,000円、この目は予備の支出に備えるための経費で

ございます。 

 以上で議案第36号 平成18年度浦幌町老人保健特別会計予算についての説明を終了させ

ていただきます。よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 

 お諮りをいたします。これより議案第36号を採決いたします。 

 議案第36号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第３７号 

〇水沢議長 日程第７、議案第37号 平成18年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい
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たします。 

 提案説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 議案第37号 平成18年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成18年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億7,200万円と定める。 

 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

 平成18年３月６日提出、浦幌町長。 

 この会計は、介護保険の運営及び介護給付費の会計を処理する特別会計でございます。 

 なお、介護保険特別会計予算説明資料は、各会計予算説明資料の36ページから39ページ

に記載のとおりでございますので、ご参照願います。 

 第１表は省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 

 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護

保険料、本年度予算額7,051万円、前年度当初予算比で430万1,000円、5.8％減の内容で、

主には介護保険料激変緩和措置の影響によるものでございます。この目は、65歳以上の第

１号被保険者の方からいただく介護保険料でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額8,779万7,000

円、この目は介護保険事業に係る保険給付費の20％を国から交付されるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額3,283万6,000円、この目は原則として

介護保険事業に係る保険給付費の５％が国から交付されるものですが、75歳以上の後期高

齢者の割合や所得段階の構成割合が全国平均と比較して多い場合は５％を超えて交付され、

逆に全国平均より少ない場合は５％を下回って交付されることとなっております。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額161万7,000円、本年度から新設されました目で

地域支援事業のうち介護予防事業については対象経費の25％、任意事業については対象経

費の40.5％が交付されるものでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額5,487万3,000円、

この目は介護保険事業に係る保険給付費の12.5％が道から交付されるものでございます。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予算額2,000円、この目は３年間の中期

財政運営期間において収納率の悪化による保険料不足や給付費の増加による財源不足によ

る財政収支の不均衡が生じる場合に資金の交付を受けるものでございます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額80万8,000円、この目は本年度か

ら新設されました目で、地域支援事業のうち介護予防事業については対象経費の12.5％、



 

 23 

任意事業については対象経費の20.25％が交付されるものでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護納付費交付金、本年度予算額１億3,608万6,000円、

この目は介護保険事業に係る保険給付費の31％が社会保険診療報酬支払基金から交付され

るものでございます。なお、この交付金の財源は、医療保険各法からの拠出金になります。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額90万5,000円、この目は本年度から新設されまし

た目で、地域支援事業のうち介護予防事業については対象経費の31％が交付されるもので

ございます。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額１万円、この目

は介護保険給付費準備基金に係る利子でございます。 

 ８ページをごらん願います。６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本

年度予算額8,298万7,000円、この目は介護給付費繰入金として介護保険事業に係る保険給

付費の12.5％、地域支援事業費のうち介護予防事業については12.5％、任意事業について

は20.25％を市町村負担分として一般会計より繰り入れするものと、職員給与費等繰入金と

して介護保険事業に係る職員３名の人件費を一般会計より繰り入れするもの及び事務費繰

入金として介護保険事業に係る事務経費を一般会計より繰り入れするものでございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額353万3,000円、この目は第

３期介護保険事業計画に従い第１号被保険者介護保険料の基準額を据え置くために介護保

険給付費準備基金を取り崩して繰り入れるものでございます。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、この目は前年度からの繰越金でございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、本年度予算額1,000円、

この目は第１号被保険者介護保険料に係る延滞金でございます。 

 ２目第１号被保険者過料、本年度予算額1,000円、この目は過料を科した場合の科目でご

ざいます。 

 ２項１目預金利子、本年度予算額1,000円、この目は預金利子でございます。 

 ３項雑入、１目第三者納付金、本年度予算額1,000円、この目は第三者行為に伴う納付金

でございます。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円、この目は介護保険施設等からの不正請求等があった

場合に不正利得等徴収金を返納してもらう科目でございます。 

 ３目雑入、本年度予算額1,000円、この目はその他雑入の科目でございます。 

 10ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額1,937万3,000円、この目は介護保険事業に係る人件費及び事務経費でござい

ます。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額77万4,000円、この目は介護保険料の賦課及び徴収に

係る経費でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額509万7,000円、この目は東部４町で構成する

介護認定審査会に係る経費でございます。 
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 ２目認定調査費、本年度予算額136万円、この目は要介護度の認定調査に要する経費でご

ざいます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額２万4,000円、この目は介護保険運営協議

会１回開催に係る経費でございます。 

 12ページをごらん願います。５項１目趣旨普及費、本年度予算額10万5,000円、この目は

第１号被保険者に対する介護保険制度の趣旨を普及するための経費でございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費、本年度予

算額8,861万5,000円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度予算額1,468万8,000円、

３目地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額7,786万3,000円、４目施設介護サー

ビス等給付費、本年度予算額２億2,020万6,000円、１目居宅介護サービス等給付費から４

目施設介護サービス等給付費までは被保険者が事業所から受けたサービス費用のうち９割

をこの保険給付費で支払うもので、国保連合会を通じて各事業者に支払われております。

新しい目の３目地域密着型介護サービス等給付費は、ひとり暮らしの高齢者や認知症の高

齢者等自宅で支援を必要とする高齢者に在宅支援を強化するため、浦幌町を一つの日常生

活圏域として設定し、身近な地域での特性に応じた多様なサービスを柔軟に提供できるよ

うに実施するものであります。認知症高齢者グループホーム、認知症対応型通所介護等を

行うものでございます。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額150万円、６目住宅改修費、本年度予算額280万円、

５目福祉用具購入費及び６目住宅改修費については、原則として被保険者本人が一たん費

用の全額を支払い、申請により保険給付費分として後から９割を被保険者に支払うための

経費でございます。ただし、本町では受領委任払制度により、本町の契約業者であれば被

保険者が一たん費用の全額を支払うのではなく、自己負担の１割だけ支払えばよいという

制度を取り入れております。限度額は、福祉用具購入費は総費用で10万円、住宅改修費は

総費用で20万円となっております。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額43万5,000円、この目は国保連合会へ明細書の審査枚

数に応じ支払う手数料でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額960万円、この目は介護保険制度において

各世帯の所得状況に応じて１カ月に支払う費用の限度額が定められており、その限度額を

超えた額を高額介護サービス費として支払う経費でございます。 

 ３項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額2,328万円、この目は昨年10月の制

度改正により居住費または滞在費及び食費の負担が低所得者の方にとって過重な負担とな

らないよう所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、低所得者の負担軽減を図

るための経費でございます。 

 ３款１項１目財政安定化基金拠出金、本年度予算額45万円、この目は国、道、保険者が

介護保険計画に基づき算出された保険給付費の0.1％を拠出して財政安定化基金を設けて

おりますが、この基金に対する拠出に係る経費でございます。 



 

 25 

 ２目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、この目は財政安定化基金から貸し付

けを受けた場合に係る償還金の科目でございます。 

 14ページをごらん願います。４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、本年度予

算額292万2,000円、本年度新設されたこの目は、要支援、要介護認定者を除き、自立した

生活がおくれている方を対象に調査を行い、虚弱な高齢者に介護予防サービスを提供する

とともに、一般の高齢者には介護予防のための健康づくりを行うための経費でございます。

平成17年度までは一般会計、３款民生費、３項老人福祉費、１目老人福祉総務費で計上し

ておりましたが、本年度から介護保険特別会計へ組みかえしたものでございます。 

 ２目任意事業費、本年度予算額276万5,000円、本年度新設されたこの目は、家庭内にお

ける介護に伴い家族が受けるであろう身体的、精神的、経済的負担を軽減し、家族介護を

継続していただくための支援に係る経費でございます。１目介護予防事業費と同様に、本

年度から介護保険特別会計へ組みかえしたものでございます。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、本年度予算額１万円、この目は

介護給付費準備基金を積み立てる科目でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金、本年度予算額

３万1,000円、この目は過年度にさかのぼって資格喪失したことによる保険料の還付金及び

還付加算金の科目でございます。 

 ２目償還金、本年度予算額1,000円、この目は過年度分の国及び道に対する介護給付費納

付金及び国に対する事務費交付金の償還に係る経費でございます。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、この目は予備の支出に備えるための経費で

ございます。 

 以上で議案第37号 平成18年度浦幌町介護保険特別会計予算についての説明を終了させ

ていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 ちょっと説明あったかと思うのですが、介護サービス等諸費の中で、一つは

居宅介護サービス等の給付費が前年比で7,300万ほど落ちています。それから、施設介護サ

ービス等給付費の方では5,500万ほど落ちているのですが、この理由等について説明いただ

けますか。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 私の方から若干説明させていただきたいと思いますが、居宅介護サ

ービス給付事業の7,224万3,000円下がった分につきましては、地域密着型介護サービスと

いうものができまして、そちらの方に幾分移行している部分がございます。また、施設介

護サービス給付につきましても施設のサービスについては総体的に介護保険給付について

はプラ・マイ・ゼロというふうにされておりますが、その分昨年より食費、それから住居

費が介護給付費から外れてきたということで、施設介護サービスの給付が下がったという
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ふうに思われます。ただ、一般的に今私の方で居宅サービスの中で、特に下がったものが

ございます。特に今社会福祉協議会で四つの事業を展開しているわけでございますが、社

会福祉協議会の方で居宅介護支援事業、それから訪問介護事業、それから訪問入浴事業、

それから通所介護事業というのをやっておりまして、総体で訪問介護事業という形で老人

福祉総務費の方で、一般会計でございますが、社会福祉協議会の方に647万7,000円の補助

をしております。その中の現在通所介護事業、要するに社会福祉協議会に通ってデイサー

ビスを受ける事業、それから身体障害者の訪問入浴がございます。これが大幅に赤字にな

っております。そういった形で647万7,000円の補助金ということで18年度は見ています。

その中で、今回通所介護事業の中の部分でいきますと、介護１から介護５のこの介護給付

費の割合が下がってきています。それで、今社会福祉協議会の方で15名、通所介護してお

りますが、その中で介護３の方がかなりおります。介護３の方の時間帯でございますが、

６時間から８時間お預かりして旧で１万7,320円の給付費でございますが、１万550円に改

定になる予定で、1,770円の減収。１人頭、１回見ることによって1,770円の減収、約14％

の減収になります。一概にこれだけではとらえ切れませんけれども、こういう形で下がっ

てくる部分については、当然私どもで実績を踏まえた中で社会福祉協議会の方へこの介護

通所事業含めて訪問介護事業という形で補助金が実績の中でふえていく見込みになる予想

は立ちます。ただ、今現在15名預かっているものは、痴呆性でございます。本来であれば、

幸寿会でデイサービスやっておりますけれども、私ども社会福祉協議会の方で預かってい

る方については痴呆性のデイサービスということで、今15名ほど登録して、１日七、八名

来ております。こういったことで、実績として多分さらにどのぐらい出るかわからないで

すけれども、補助金の上乗せが実績として必要な時期に本年出てくるのでないかというふ

うに予想されます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 詳しく説明いただいたのですが、施設介護等において先ほど答弁ありました

けれども、ホテルコストと言われる中身で食費全額負担、それから部屋代も、従来の特養

ですと若干安いのだろうか。何段階かあるのですけれども、いずれにしても今回の介護保

険法の改悪の一つの中身が、こうした施設介護における入所者等の負担の問題です。それ

で、もう少し説明いただきたいのですが、10月から実施されて、こうした自己負担が耐え

られない状況。いろいろ緩和措置として設けられているという話もあるのですが、いずれ

所定の料金になるということを考えたときに、ついの住みかである特老の入所が困難にな

る。また、現実にそういう事態が起きているのかいないのか、わかっている範囲でひとつ

答弁いただきたいと思います。 

 それと、今福祉課長の方から通所介護事業について、これは痴呆の方々を介護が始まる

前から当町では事業として取り組んできた経過もあるのです。それを今の介護報酬単価で

はぎりぎりなのだと思うのです。ところが、これも政省令の中で報酬単価の極めて大幅な
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引き下げということになってくる予定です。そうしたときに、今課長が言われたように、

やはりこの事業をやめるわけにはいかないと思います。これをやはり継続するためには、

町として補助金なり何らかの手だてを講じないと、まさに介護サービスが受けられない、

こういう状況になってくるし、事業者も、これは大変な赤字覚悟で、やれるところまでや

ったにしても、相当な負担増になってくるわけですから、これについてはぜひ新年度当初

からというわけにはいかないのでしょうけれども、ひとつ事業体と十分協議をしながら行

政として支援策をとっていただきたい、そのように思いますが、答弁を求めます。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 前段の関係でございますが、昨年、17年10月から介護保険制度の一

部が変わりまして、それぞれ食費、居住費について別立てなのだということはご承知のと

おりと思います。これらについても、広報等でお知らせをしているところでございますが、

施設としては、現在入っている方については所得によって軽減措置をしている。これにつ

いても、それぞれ時限立法であるということも十分伝えながら利用者に説明をしていると

いうことでございますので、理解をしていただきたいというふうに思っていますし、私ど

もでこれ以上単独で国の基準以外にこの激変緩和をする考えはないということでよろしく

お願いしたいと思います。施設サービスを受けている方に対しては、十分これらについて

は説明を施設としてするように町としても指導しておりますし、町としても住民にわかり

やすく、介護保険の制度の一部改正について、広報等でも今月号にもまた載せる予定をし

ておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 また、後段につきましてでございますが、私の考え方としては当分今の段階の14％ぐら

いの介護給付の削減率、それは先ほどの例で介護３の方でございますが、特に社会福祉協

議会で認知症を対応していただいています。そういった形が、15名が増減します。また、

これから29名以下については、やはりそういう介護給付費は変わらないと。29名以上には、

今のところはならない見込みでございますから、当然介護給付費は下がってくると。その

分、当分町が補助金ということで手出しをしていかなければならないというふうには思っ

ていますが、財源的なこともありますが、それらの推移は十分見きわめながら、今後検討

する時期は来るとは思いますけれども、現段階では今のやっている事業については利用者

のために継続して、今はやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 もう一点、ちょっと考え方を伺いたいと思うのですが、保険料については18

年度見直しはかけないやに聞いたのですが、ところが先ほど説明あったように税制改正等

の中で所得のランクがありますけれども、第２段階から第４あるいは第５に、いわば保険

料が高くなる。そうした人が数でいうと300ですか、もっといきますか、ここに資料あるの

ですが、相当な高齢者が税制改正の中で負担増になると。その辺についての激変緩和措置
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は２年間あるのだよということなのですが、いずれにしても２年後にはそのランクに上が

るわけです、そのランクの保険料に。それについて考え方だけ、考え方といいますか、ど

のように受けとめられているのか伺っておきたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 先日介護保険条例の改正のときにもお話しいたしましたが、新たに市町

村民税非課税世帯から課税となる方が同一世帯にいるというふうな場合については、それ

ぞれ67人の方が対象者としております。また、市町村民税非課税から課税となる方の場合、

本人がそういう場合については377人ということでございますが、これらについては先日も

お話ししたとおり、平成18年度、平成19年度の激変緩和措置、そして平成20年度からは本

来の標準割合になるというふうな形でございますので、これを本町といたしまして、さら

に上乗せするとか期間を延ばすとかということについては考えておりませんので、その点

についてはよろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 考えはないと言われてしまうと言いづらいのですけれども、この点でも減免

措置を検討していただきたいと、そのようにだけ申し上げておきます。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 確認ということで１点質問させていただきたいと思います。 

 家族介護慰労金ということで10万円予算化しているわけですけれども、このことについ

ては毎年継続されている事業だと思うわけですが、テレビだとかいろいろ報道番組でこう

いった介護の苦労されている方、あと町内でもいろいろご苦労されている方のお話を間接

的に聞くことがあるわけですけれども、できるだけこういった介護されている方を慰労し

ようということでの科目だと思いますけれども、その辺の内容について説明いただきたい

と思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 14ページの任意事業費の20節扶助費の介護用品給付事業だと思いま

すので、説明させていただきます。この科目では、22人の月１万円の12カ月ということで

264万円、従前一般会計の老人福祉総務費で見たものを介護保険会計の任意事業という形で

移管したものでございます。これらの事業については、介護３、４、５の在宅の方を見て

いただいている方で住民税が非課税の世帯に月１万円でそれぞれ介護用品給付事業をして

おります。町内にそれぞれ介護用品を置いているお店がございまして、指定をさせていた

だき、それの介護給付事業申請書を受理し、許可になったときに給付券を出します。その

ときに、町内の事業所についての一覧表を出し、その町内事業者に対して契約をして、町

内事業者でサービスを受ける方が１カ月ごとたまったものを役場の方に申請し、それぞれ

事業者に給付をすると、こういう事業になっています。そういったことで事業を展開して

おります。ただ、国の補助事業については、介護４、５が国の介護事業の補助事業でござ

いますが、町としては３、４、５を対象に実施をしています。国の方も非課税の世帯とい
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うことでございます。うちも非課税の世帯ということで現在実施している内容でございま

す。 

 以上でございます。 

（何事か声あり） 

〇上村保健福祉課長 済みません。勘違いしまして、申しわけありません。 

 家族慰労金につきましては、介護度５の方を在宅で見ている方について10万円というこ

とで見ています。過去に１件ございまして、10万円出した経過ございますので、昨年はご

ざいませんが、そういった形で寝たきりを在宅で見ている方に対してそれぞれ支給してい

る事業でございます。よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 前段の説明、最初に受けたのだけれども、それはそれでよかったのだけれど

も、家族介護慰労金というのは昨年１件対象者があったということだけれども、どういう

基準で対象であるか対象でないかというのは判断されているのか。 

〇上村保健福祉課長 後ほどお答えしたいと思います。済みません。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時２０分  休憩 

午後 ３時２１分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時２１分  休憩 

午後 ３時３４分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 先ほどは、介護用品給付事業ということで説明してしまいまして、

申しわけありませんでした。 

 ただいま休憩前に河内議員から質問あった家族介護慰労金につきまして、改めて訂正し、

説明させていただきたいと思います。 
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 浦幌町家族介護支援特別事業実施規則の中で家族介護医療事業をやっております。その

中身につきましては、要約しますと市町村民税非課税の世帯の要介護４から５の方を介護

している世帯で要介護者が過去１年間、介護保険サービスの利用がない場合、介護慰労金

10万円を支給すると、こうなっています。ただし、１週間程度の短期入所は除くと、こう

いう制度になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、これで質疑を打ち切らさせていただきます。 

 これより議案第37号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第37号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第３８号 

〇水沢議長 日程第８、議案第38号 平成18年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 議案第38号 平成18年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 

 平成18年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億367万7,000円と定める。 

 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 平成18年３月６日提出、浦幌町長。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算につきましては省略させていただきます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、債務負担行為、事項、デジタル超音波診断装置賃

借料、期間、平成18年度から平成23年度、限度額768万7,000円。 

 ５ページ、歳入歳出予算事項別明細書、総括につきましては省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入

金、本年度予算１億2,085万1,000円。 
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 ２款１項１目繰越金、本年度予算50万。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入１億8,216万円。 

 ３款諸収入、２項１目雑入15万6,000円、２目過年度収入１万。 

 ８ページ、歳出をごらん願います。１款１項診療所費、１目診療所管理費、本年度予算

3,909万9,000円、ここの目につきましては事務員の人件費及び施設の管理に要する経費を

計上してございます。ここで主な増の部分につきましては、燃料費で116万5,000円増、そ

れから新たに18年度からふえます廃棄物の処理手数料38万1,000円、さらに公課費、消費税

ですが、50万、新たにふえる部分でございます。 

 ９ページになりますが、２目医業費１億8,742万5,000円、ここの部分では医師及び看護

師等の人件費、それから医業に係ります薬剤、検査料、給食費、その他医療機器のリース

料等々の部分でございます。ここで増の主なものとしましては、賃金で若干増となってご

ざいます。その他、新たに18年度で、先ほど債務負担行為で説明しました部分で出てきま

すのがエコーのリースと、この部分が新たに本年度ふえる部分でございます。 

 11ページ、２款１項公債費、１目元金7,116万5,000円、２目利子593万8,000円。 

 ３款１項１目予備費５万円。 

 12ページをごらん願います。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度

末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書、番

号Ａ―１、区分、遠隔医療カンファレンスシステム賃借料、限度額979万7,000円、期間、

平成13年度から平成17年度、金額746万、本年度予算額、再掲で186万5,000円、当該年度以

降の支出予定額、期間、平成18年度、186万5,000円、左の財源内訳としまして、特定財源、

その他186万5,000円。 

 Ａ―２、画像読み取り装置システム賃借料、限度額1,110万、期間、平成17年度、210万

5,000円、本年度予算額210万5,000円、当該年度以降の支出予定額、期間、平成18年度から

平成21年度、841万7,000円、特定財源、その他で841万7,000円でございます。 

 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書、区分、浦幌町立診療所建設事業債、前々年度末現在高３億7,789万8,000

円、前年度末現在高３億1,248万7,000円、当該年度中元金償還見込額6,661万8,000円、当

該年度末現在高２億4,586万9,000円。 

 区分、浦幌町立診療所医療機器購入事業債、前々年度末現在高3,314万7,000円、前年度

末現在高2,869万、当該年度中元金償還見込額454万7,000円、当該年度末現在高2,414万

3,000円。 

 合計、前々年度末現在高４億1,104万5,000円、前年度末現在高３億4,117万7,000円、当

該年度中元金償還見込額7,116万5,000円、当該年度末現在高２億7,001万2,000円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ９番、高橋議員。 
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〇高橋議員 ただいま事務長の方から予算の提出があったわけでございますけれども、町

立診療所の予算についても非常に厳しい状況にあろうかと思います。 

 しかしながら、今現在聖マリアンナ病院から出向されております佐藤良太郎先生につき

ましては、非常に近年にない、すばらしい思いやりのある、すべての患者さんに対しての

優しさ、こういった関係が非常に、私自身も今年に入って２月にちょっとかかったわけで

ございますけれども、そういう意味ですばらしい先生だなと私は思っております。そんな

関係上、何とかこの佐藤良太郎先生をまだ継続できないのかなということを含めて、ファ

ンの一人としてこの関係はどうなるのか、今後の勤務状況をお知らせ願いたいのがまず１

点。 

 その次に、患者の診療代の支払いのシステムです。スピーディーにやれる状況が欲しい

と。私も昨年の暮れにインフルエンザのワクチンを投与してもらうのに行った際に、待っ

ている地元の患者さんから聞こえてくるのは、会計のシステムが随分遅いねと、もっと早

くならないのだろうかという、そういう声が非常に私の脳裏にも焼きつくような、そんな

思いの患者さんが多かったという点について、診察を終えて、それから支払いをするまで

のスピーディー化を何とか永澤事務長にもお願いしておきたい。 

 さらに、もう一点、このすばらしい今の浦幌町の診療所の中にはＣＴも検査できる、あ

るいはエコーもできるというのです。レントゲンは当たり前でございますけれども、そう

いった診療時については医療器具がある程度整備されている、そういった関係を常に町民

にＰＲする。さらに、先ほど言った先生も、そして看護師の皆さんも非常に懇切丁寧に患

者の身になって対応してくれる、これをまざまざ私は実践してそういう状況を見ました。

そんな関係上、浦幌の町民、老若男女を問わず、そういう人たちが気持ちよく、本当に安

心医療につながっていく医療体制をいち早く町民の皆さんにアピールする。隣接する町村

の皆さんに来てもらっても結構です。そういったことの関係を含めて、町立診療所の安定

性の経営を図っていく中にもぜひ必要なことだと思います。今言いました３点の関係につ

いて、一応どのような方向づけを持ってこれから進めていくのか、その辺を伺いたいと思

います。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 私の方から、後段の部分についてお答えさせていただきたいという

ふうに思います。 

 会計システムの精算をいただく部分で患者さんを待たせるというところにつきまして、

診察を終えて会計までの時間が長いと言われることがご指摘のとおりあるかと思います。

それにつきましては、内部で検討しまして、できるだけ待たせることのないよう、この辺

は検討させていただきたいというふうに思います。 

 それから、医療機器のＰＲ、それから患者様が安心して受診できるということですが、

先ほどの待ち時間等の関係も含めまして、まず会計までの待ち時間も含めまして、その前

にまず診療までの待ち時間が長いという部分もあろうかというふうに思います。その部分
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につきましても、１人の患者様の検査が入れば、やはり１時間近く時間を要して、ほかの

患者様をお待たせするという状況もありますので、その辺につきましては何らかの方法で

やはり患者様にこれだけの時間がかかりますよという形での案内なり、そういう部分は今

後対応してまいりたいというふうに思います。 

 それから、職員、そして患者様が安心してかかれるという部分では、やはり患者様に来

ていただくには、その患者様に接する職員の対応いかんだというふうに考えます。何事に

も接遇の部分で患者様に快い対応ができれば、それで患者様はある程度満足してもらえる

のかというふうに思いますし、そのときの対応いかんによっては苦情という形であらわれ

てくるというふうに考えますので、その辺では接遇に十分注意をするような形で再度確認

をしていきたいというふうに思いますし、診療所の医療機器、それから浦幌診療所におい

てできる手術等につきましては、ＰＲという部分では、全員が全員、町民の方々がホーム

ページをごらんになるという状況にはないかもしれませんけれども、一応ホームページの

中において診療所で簡単にできる手術のご案内はさせていただいております。 

 前段の部分については、町長の方からお願いします。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 診療所の医師の関係でお答えをさせていただきます。 

 今までお願いしてきた教授がこの３月で定年ということで、４月から新教授にかわりま

す。そんな中で、新教授のもとでも佐藤良太郎先生、継続できるということで約束してき

たわけですけれども、ここにきて佐藤先生の父親のぐあいが悪いということで、佐藤先生

より報告をされております。この関係もありますので、早急な対応をとってまいりたいと、

このように考えております。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今佐藤良太郎先生につきましては、たしかお父さんが開業されているという

お話を前に聞きまして、そうですね。そのお父さんが今病気という対応になれば、これま

た非常にいたし方ない状況にあるのかなと、そういうように感じるわけでございますけれ

ども、しかしながらなかなか聖マリアンナの方の関係につきましても、過去の対応してい

た状況とは全く違いますけれども、前にいた女性の先生もたまたま１週間に１回あるいは

10日に１回ぐらい来ておりますけれども、どちらもちゃんとした受け継ぎをした中でその

辺の話が通っているということも私感銘受けたわけでございますけれども、いたし方なけ

れば、かわる先生についても、先ほど町長が言われたように、何とか聖マリアンナの方の

教授の方といいネットワークをつくりながら、何とか我が町の町民に安心医療といいます

か、そこにつながるような、背中のかゆいところに手の届くような、そんな先生の見つけ

方をぜひお願いしたいと思います。 

 それと、先ほど永澤事務長の方からお話がございました何点かにつきまして、私自身も

１日ございましたけれども、２月16日の日に１晩だけ泊まった関係上、こんなに看護師さ

んて大変なのかなという、そんな関係をこの目で見、肌で触れ合ってきたというような、
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そんな状況を私は直接見た中に、本当に看護師さんについては非常に厳しい、１人での対

応であるのだなと実際見てきたわけでございますけれども、たまたま我が町の準職という

体制にある中で、そういう中でも何とか患者さんにもそういう負担のかからない看護師の

対応でいけるような、そういった目配り、気配りを、町長、まして助役におかれましても、

この永澤事務長の方と連携とりながら、そういういい意味でのネットワークを付加してい

ってもらいたいと、このように思います。 

 以上、そういうことで入院する患者にとっても、安らぎある場所の浦幌町立診療所であ

ってほしいと思いますので、その辺よろしくお願いします。 

 以上です。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 診療所において、療養型病床を10床でしたか、持っているわけですが、新聞

報道で見たのですけれども、この療養型もかなり診療報酬というのですか、これの単価が

相当引き下げられるということが出ていました。もしこれが実際に行われますと、入所し

ている患者はもちろんなのだけれども、町にとっても大きな痛手を受けるわけですね。ひ

とつその辺の対応策を、多分もうご承知だと思いますので、どういう方向に持っていかれ

るのか伺います。 

 それと、議会の場で、私は高橋議員の反対で苦情を言いたいのですが、先生がいいとか

悪いとかという話ではなくて、体制の問題です。夜間救急外来で、私の例で話しますと、

夜中12時過ぎに電話を入れたのですが、受け付けてくれなかったのです。やむを得ず帯広

まで走った次第なのですが、救急車であれば町立に入りますよね。夜中12時過ぎであろう

が何時であろうが受け付けますよね、基本的には。消防も、救急車はまず近くの病院に一

回搬送して、それから帯広なり走るわけですけれども、個人で電話して確認したら受け付

けない。これでは医療体制なっていないと思います。基本的には、24時間受け入れ態勢を

とっているはずですよね。ぜひこれは、指導といいますか、来ていただいているからとい

う問題でなくて、医療を預かる者の立場として、これは改めていただきたい。その辺を行

政としてきちっと、教育と言ったら失礼かもしれないですけれども、きちっと話を通すこ

とは通していただきたい。そういうことが起きてはなりません、命にかかわる問題ですか

ら。私は、幸いにして発作も時々起こすから程度は知っています。町立でも治せるのです。

一時的な処置はできるのです。ところが、夜間は受け付けないと。先生につないでくれな

い、こういう状態が実際にありましたので、これは事務長もひとつ職員といいますか、病

院の関係者にはひとつ事務長の立場からもそのことは言っていただきたいと、このように

思います。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 最初の方の療養型病床の単価の引き下げの部分については、３月６

日に官報等で示されております。まだ詳細については把握はあれですけれども、この後今

月の25日には十勝段階での説明会等もございますけれども、いずれにしましても今状況を
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見ながら、これについては対応していかなければならないというふうに思いますし、単価

が下がったからといって療養病床を廃止するとか、そういう状況には現状としては、私個

人としてはできないだろうというふうに考えるところでございます。 

 それから、もう一点、夜間の救急の急患の受け付けということですが、拒否ということ

で、あってはならない行為だというふうに思いますので、その辺については十分周知をし、

状況によって若干変わる部分はございますけれども、まずは患者様を診るという体制をと

るよう、その辺は対応させていただきたいというふうに思います。 

 救急の方も、当然夜間、昼間関係なく、とりあえずは当然町内であれば町立診療所に入

ってくるわけでございますけれども、その最初の段階、救急が現場へ到着した段階で第２

報が診療所に入ります。その第２報の状況によっては、その患者様の状況によっては、真

っすぐ帯広へ向かっていただくこともございますし、その時々の指示によって診療所へ来

て、一時的な処置をして走ることもございますし、直接帯広へ走っていただくこともござ

いますので、それはその時々の状況でございますけれども、個人の患者様が電話かけてき

ての対応については、そのようなことがあってはならないと思いますので、その辺は今後

注意をしてまいりたいというふうに思います。よろしくどうぞお願いいたします。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと私の認識不足ということがありまして、教えていただきたいのです

けれども、本当に基本的なことで申しわけない。電子カルテシステムとございますよね。

これ何年ぐらいから導入したのか、ちょっと聞かせてください。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 電子カルテのシステムにつきましては、平成16年４月に、前から使

用していました医事のシステム、当時から診療報酬の明細書をつくるにしても全部機械打

ち込みですが、そういう形で事務の部分は全部コンピューター化になっていましたけれど

も、ちょうど16年３月に以前のシステムが更新という状況にありまして、そこで保守も全

部切れてしまうという状況にありました。それと、診療所が町になる段階、それで今電子

カルテシステム、医事の方のシステムとあわせて先生が全部診療行為を入力するという部

分は、以前は全部カルテに手書きという状況だったのですけれども、そこがすべてコンピ

ューターに打ち込みをすると。診療行為、薬剤からそういう行為をすべて打ち込みをする

という部分で、医事のシステムとカルテと言われる部分が、今度入力部分が紙の手書きか

ら機械の打ち込みという形に変えました、16年４月から。それで、現在進んでいると。で

すから、すべてのそのシステムで医事と電子カルテシステムが一体となって、先生が診療

行為を打ち込んで、それが医事の方のシステムに来て生産ができるような形になるという

状況です。ですから、そこで待ち時間もあれですけれども、先生のところで患者さんが診

察終わって、先生が患者さんと話している間に入力できればいいのですけれども、そこで

入力がおくれれば、会計システムまで来ませんから、入力が終わって、初めて会計システ

ムに飛んでくると、そこで会計ができるという状況になりますので、その辺のところもあ
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るかと思いますけれども、システムとしてはそういうシステムに今なって、一緒にカルテ

回っていますけれども、すべて機械上の入力という形に今はなっています。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 私もこのシステムが去年ぐらいに入ってどうのこうのと、先ほど高橋議員の

方から言われた遅いという。私は何を言おうとするか皆さんわかると、遅いというのが。

私もそんなにたくさんの病院のお邪魔していろいろなシステムを見させていただくわけで

ない、おかげさまで健康な、ある意味で健康な状態なものですから、でもたまに伺います

と、やはり手書きが渡っていって、次入力いたして、その医事行為が終わって点数がつい

て、それから支払いが発生するというのならわかるのです。でも、今事務長の言われた形

ですと、ある意味では今のコンピューター、私はそこまでいっていないのですけれども、

片方で入力したら片方で見えている状態のシステムだと僕は思っているのです。それなの

に、なぜ先ほど高橋議員の言われたような状態が起きているのかなというのがちょっと私

としては残念なのです。特に今の先生方は、書くよりも打つ方が絶対早いと思うのです。

ですから、その医療行為が何百種類にわたってされたのでしたら事務長の言うこともわか

るのですが、私もそうですけれども、お年寄りはある程度せっかちなものですから、３歩

歩いたら、そこに行って出て、はい、どうぞと言われるのを好んでいるはずなのです。そ

のために電子カルテシステムというのが導入されたと私は思ったのですけれども、そうい

うことでありましたので、そういう中で田舎だってやはり同じことなのかなと、ある意味

では私は思っていますので、どういうことで遅かったのかなと私はわからないものですか

ら、もちろん高橋議員の言われたようなお話のこともあるのかなと思うのですけれども、

その辺をやっぱり手早くやっていただくのがいいのかなと思うのですけれども、その辺改

善していただければ、また変わるのかなと思いますから、この辺どのように、再度チェッ

ク体制をしていただけるか、一言伺いたいと思います。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 今のご指摘いただいた部分につきまして、先ほど話しましたけれど

も、入力行為が終わった段階で会計システムの方へ飛んでいきますので、それで本来であ

れば会計ができるということです。その辺の流れをきちんとスムーズにするように、その

辺は努めてまいりたい。何らかの手段をもって、診察が終わった患者様が会計をスムーズ

にできるような体制はちょっと考えさせていただきたいと思いますので、よろしくどうぞ

お願いいたします。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 この電子カルテを入れたことによって、事務職員を２名削減という状況にな

っております。事務職員も削減できて、スピード化も図れるということで導入したわけで

ありますけれども、その辺も踏まえながら、事務職員２名減らしたのがどうだったのかと

いうことも検証しながら、よりサービスが充実できるような体制で今後挑んでいきたいな

と、このように考えておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 
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〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 数字的なことなのですが、診療報酬収入が昨年度より1,116万円少ない。それ

と、経費の面で大まかな説明はお聞きしましたが、約800万増加していると。それで、これ

をプラスしますと2,000万の差が昨年より出ているということになるのですが、これに対し

ての診療所の経営と言っていいのかどうかわかりませんが、新年度に対する姿勢というの

でしょうか、そういったものを医師がこれから、何か町長の話ですと変わるやもしれぬと

いうお話がありましたが、その辺のことについてお聞きをしたいと思います。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 収入の部分で診療報酬収入が昨年に比べて1,100万ほど減という形

で今回予算計上でございます。中の部分でいけば、保険診療収入で昨年度の予算から見ま

すと落ちているわけでございますけれども、昨年度当初予算で見ていた部分、17年度前半

落ち込んで、盛り返すというところに至っていなかったという中身で非常に厳しい状態が

続いていまして、後半に行きまして徐々に盛り返しつつはありますが、それらの状況を見

まして18年度の予算を、このくらいは何とかいくかなというところでの予算組みをさせて

いただいているところでございます。16年度の部分を見て、ある程度16年度よかったもの

ですから、それで平成17年予算組みをしましたけれども、非常に収入不足と、前半五、六

カ月は非常に低い状況で推移しておりまして、今回前段に補正をさせていただきましたけ

れども、そういう状況で推移しておりました。そういう中で、新年度、今、後半の収入を

見まして、このくらいは何とかなるだろうという予想のもとでの予算組みというところで

収入の方は見させていただきました。歳出の方ですが、今年度ある程度当初予算の中で計

上させていただいている部分もございます。大きくは、医業費の方の人件費部分が前年よ

りも大きくなってございますし、新たに備品購入では105万の予算をとっておりますし、そ

れからリースの部分では新たにエコーの機器、これ平成７年に購入した物件ですが、非常

に見にくいということでご指摘をいただいておりまして、耐用年数もあれですけれども、

そういう点から今回新たにエコーの機器を導入させてきたというところで、予算がそうい

うところで大きくなってきている状況にあります。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 先ほど前半の方で非常に落ち込んだという答弁をいただいたのですが、それ

の落ち込んだ理由というのはどういう理由かお伺いしたいと思います。 

 それと、医薬材料費の中で、昨年島田議員だと思うのですが、ジェネリック薬品という

のでしょうか、薬の方なのですけれども、そういったものを使用可能かということで質問

があったかと思うのですが、これの使用状況等についてわかる範囲内でお答えをお願いい

たします。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 診療報酬の落ち込んだ理由につきましては、４月に医師の交代とい

うところで、前紺野所長から佐藤医師にかわったという部分もあったかと思いますし、そ
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の前に１年経過しましたが、１月の医療事故という部分も引きずっていたのかと思います

が、そういう中で医師が交代したと。また来た医師が若いというところで多分敬遠されて

いたのかと思いますが、そういう状況で前段落ち込みがあったかというふうに思います。

はっきりした理由は、何ともお答えはちょっとできないと思いますけれども、考えられる

とすればそういうところかと思います。 

 それから、ジェネリック薬品でございますけれども、可能なものについては調剤の方に

ジェネリック、一応用意されている部分については、それで対応できるものについてはそ

ういう患者様への負担を少なくするという観点から、当然そういう医薬品を処方するとい

う形で行っていますので、割合についてはどのくらいという部分は今資料もありませんの

で、お答えできませんが、そういう形で患者様の負担を減らすという観点ではそういう薬

品を使用できるという形で、当然新年度からも、例えば患者様の要望でそういう安い医薬

品、ジェネリックが使用できるのであればそういう方面の、処方せんの中で薬局において

選択可能というところの何か欄が設けられるような話もありますので、それは今後医師と

調剤の方との協議によると思いますが、ただ先生が通常の医薬品を処方して、あと調剤が

勝手に、例えばジェネリック使うとか、ほかの薬品に変えるとか、そういうことは可能な

のですが、そうなると本来の治療の効果といいますか、その辺がやはり損なわれることも

あるかと思います。その辺は、やはり十分な協議が必要かというふうに思いますので、こ

れからの協議になるかと思います。いずれにしましても、今の佐藤ドクターについては、

当初から患者様の薬漬けを減らすという方向性がありましたので、その辺では患者様全員

が全員ということではありませんけれども、薬は若干減っているかなというふうに思いま

す。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 以前一般質問したときのことでの流れで質問したいと思いますけれども、新

型インフルエンザの治療薬として有効であるというタミフルのことについてお聞きした経

緯がございますが、実際今町立病院としてはタミフルの在庫というのですか、対応できる

ものはどのぐらい持ち合わせている現状でしょうか。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 河内議員のお答えの前に、先ほどのお答えの中で個人名を出した部

分、削除をお願いというふうに思いますので、医師の名前。 

〇水沢議長 構わない。 

〇永澤診療所事務長 いいですか。 

 タミフルですが、診療所の方の在庫という部分については、日曜当番のとき対応できる

程度ということでの対応となっていますので、多量に診療所に在庫するという状況にはご

ざいません。ですから、１人に３日くらいの分で、５人程度もあればいいかと思いますが、

そういうような形で大量には在庫していないという状況でございます。ですから、あくま

でも通常の部分では調剤へ処方せんが出ますので、そちらの方での対応というふうになり
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ますので、診療所での抱えている分というのは本当の数名分の日曜当番に対応できる程度

しか在庫はしていないという状況で、これも下火になれば、当然その辺も在庫はしないよ

うな状況になってくるかと思いますけれども、現状はそんな状況でございます。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 ということは、病院では在庫はさほどしていないけれども、調剤薬局ではあ

る程度在庫はあるということでとらえていいのですか。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 診療所の方で調剤がどれだけ在庫しているかというのは把握はして

おりません、実際問題。調剤もそんなには在庫は多分置かれてはいないのではないかとい

うふうに思いますけれども、ちょっとその辺は定かでございませんので、済みません。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 実際問題として、今それほど国内で急激に蔓延するとか、そういう状況には

ないことはわかっているわけですけれども、何かこういうことというのは突然的に急速に

拡大するということは可能性としてはあり得るというのが一般的な見方ですので、テレビ

のニュースなんかでは新型鳥インフルエンザについては各国で確認が続いているようで、

決してまだ安心できる状態ではないという見方が一般的ですので、その辺も含めて、でき

得る限りの対応は緊急時にはできるような形で、できるだけ努力していただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、これで質疑を打ち切らさせていただきます。 

 これより議案第38号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第38号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第３９号 

〇水沢議長 日程第９、議案第39号 平成18年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 議案第39号 平成18年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 

 平成18年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億2,361万円と定める。 
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 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成18年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 ４ページを開いていただきたいと思います。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改

造等の資金として帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成18年度、

限度額250万円。同じく浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、平成18

年度、50万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業債、公共下水道事業債、限度額1,300万円、資

本費平準化債7,200万円、合計8,500万円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利

率５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条

件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償

還または低利債に借りかえすることができる。 

 歳入歳出予算事項別明細書、総括は省略させていただきます。 

 ７ページを開いていただきたいと思います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分

担金、１目公共下水道費分担金、本年度予算2,000円、公共下水道事業受益者分担金でござ

いますけれども、吉野地区の供用開始が平成12年５月から供用開始され、５年たった現在、

水洗化率も72.3％となり、水洗化が落ちついてきたため、当初予算としては科目の設定と

なっております。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算123万6,000円、公共下水道受益者負

担金でございますけれども、平成14年度賦課分が６件、15年度賦課分が10件です。２節の

滞納繰り越し分につきましては、２名分、３件の内容となっております。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、本年度予算7,205万8,000

円、現年分が7,200万8,000円、単年度分が５万円で、説明資料のとおりでございます。な

お、使用料単価改正により1,400万ほど前年度よりもふえております。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算1,650万円、公

共下水道事業費補助金で終末処理場中央監視制御装置の更新事業に係る補助金で55％の内

容でございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金1,000円、水洗便所貸付金預託利

子で信金が0.02％、農協が0.1％の内容でございます。 
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 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１億4,531万1,000円、一般会計か

らの繰入金の内容でございます。 

 ６款１項１目繰越金50万円、前年度の繰越金の内容です。 

 ７款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金1,000円、２目過料1,000円。 

 ７款諸収入、２項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入300万円、水洗便所貸付金の元利

収入で信金が250万円、農協が50万円の内容でございます。 

 ７款諸収入、３項１目雑入、本年度ゼロで廃目整理となっております。 

 ８款１項町債、１目公共下水道債8,500万円、公共下水道債で1,300万円、資本費の平準

化債が7,200万円でございます。 

 次のページを開いていただきたいと思います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費、本年度予算460万3,000円、この目は公共下水道の運営に要する費用であ

ります。主な減は、下水道審議会が昨年開催されましたけれども、本年は開催されないた

め、報酬などが廃節となり23万円の減となっております。 

 ２目普及推進費、本年度予算309万1,000円、この目は水洗化に向けて普及推進に係る経

費であります。主なものは貸付金で、200万円の減となっております。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算343万3,000円、この目は布設汚水管渠の

維持管理に係る経費であります。主な増は、修繕料でマンホールポンプの解体修理により

120万円の増となっております。 

 ２目処理場管理費、本年度予算3,017万6,000円、この目は終末処理場の維持管理に係る

経費であります。主な減は、委託料で処理場管理で３名体制で管理しておりましたけれど

も、昨年１名が退職ということで、１名減で２名体制になったため330万4,000円の減とな

っております。 

 次のページ、２款事業費、１項下水道建設費、１目下水道建設費、本年度予算3,725万9,000

円、この目は公共下水道の建設工事に係る経費で、本年度は終末処理場の中央監視設備の

更新事業を行います。主な減につきましては、人件費で対象人員の変更によるもので221

万8,000円の減となっております。 

 ３款１項公債費、１目元金１億5,157万3,000円、２目利子9,342万5,000円。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算５万円、予備費の内容でございます。 

 14ページを開いていただきたいと思います。地方債の前々年度末における現在高並びに

前年度末及び当該年度末における現在高見込みに関する調書、公共下水道事業債、前々年

度末現在高24億7,047万7,000円、前年度末現在高見込額24億1,568万7,000円、当該年度起

債見込額8,500万円、当該年度中元金償還見込額１億5,157万3,000円、当該年度末現在高見

込額23億4,911万4,000円。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 

 これより議案第39号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第39号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第４０号 

〇水沢議長 日程第10、議案第40号 平成18年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題

といたします。 

 提案説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 議案第40号 平成18年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 

 平成18年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,620万2,000円と定める。 

 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成18年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 ４ページを開いていただきたいと思います。第２表、債務負担行為、水洗便所改造等の

資金として帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成18年度、限度

額50万円。同じく浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成

18年度、200万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、個別排水処理施設整備事業債、限度額1,230万円、起債の

方法、証書借り入れまたは証券発行、利率５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れ

る資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方

法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間

及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすることができる。 

 歳入歳出予算事項別明細書、総括は省略させていただきまして、７ページを開いていた

だきたいと思います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理
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分担金、本年度予算84万円、個別排水処理受益者分担金で24名分を予定しております。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、本年度予算812万5,000

円、現年分、それから過年度分は説明資料のとおりでございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算2,213万4,000円、一

般会計の繰入金の内容でございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算2,000円。貸付金利

子収入で信金が0.02％、農協が0.1％の内容です。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算20万円、前年度の繰越金の内容です。 

 ６款諸収入、１項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、本年度予算250万円、水洗便所

改造貸付元利収入で、信金が50万円、農協が200万円です。 

 ６款諸収入、２項１目雑入、本年度予算10万1,000円、仮払い消費税還付金の内容でござ

います。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、本年度予算1,230万円、個別排水処理

施設整備事業債で10件分を予定しております。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算128万4,000円、

この目は合併浄化槽の運営に関する経費でありまして、内容は前年並みの予算配当になっ

ております。 

 ２目普及推進費、本年度予算304万1,000円、この目は合併浄化槽の普及推進に係る経費

であります。主な減は負担金補助で、昨年は14戸を予定しておりましたが、本年度は10戸

で20万円の減となっております。 

 １款総務費、２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、本年度予算1,602万6,000

円、この目は施設の維持管理に係る経費であります。主な増は委託料で、浄化槽がこれま

での設置した138基から13基ふえたため保守点検などの委託費が70万4,000円ほどふえてお

ります。 

 ２款事業費、１項個別排水処理施設建設費、１目個別排水処理施設建設費、本年度予算

1,501万5,000円、この目は本年度は合併浄化槽10基を新設する内容でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算688万3,000円、長期債償還元金の内容です。 

 ３款１項公債費、２目利子390万3,000円、長期債償還利子の内容です。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算５万円、予備費の内容です。 

 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高見込

みに関する調書、個別排水処理施設整備事業債、前々年度末現在高２億1,918万2,000円、

前年度末現在高見込額２億3,273万1,000円、当該年度起債見込額1,230万円、当該年度中元

金償還見込額688万3,000円、当該年度末現在高見込額２億3,814万8,000円です。 

 以上です。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇水沢議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切らさせていただきます。 

 これより議案第40号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第40号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４１号 

〇水沢議長 日程第11、議案第41号 平成18年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 議案第41号 平成18年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成18年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億1,244万1,000円と定める。 

 ２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

 平成18年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 ４ページを開いていただきたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書、総括は省略い

たしまして、次６ページを開いていただきたいと思います。２、歳入、１款分担金及び負

担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金、本年度予算1,350万円、工事負担金でございま

して、町道材木通りほかの水道管移設工事、それと国営下浦幌地区の排水路工事に伴う水

道管移設工事で負担金をいただくことになっております。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算１億8,685万円、現年

分が１億8,665万円、過年度分が20万円。使用料の中身につきましては、説明資料のとおり

でございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算12万円、給水工事設計審査手数料で、新

設が10件、改造は４件を予定しております。 

 ３款１項繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算１億1,147万円、一般会計の繰入金で

す。 

 基金繰入金については、廃目整理とさせていただいております。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算50万円、前年度繰越金の内容です。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算1,000円、雑入でございます。 

 利子及び配当金が廃目整理とさせていただいております。 

 次、８ページ、３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算
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2,611万9,000円、この目は簡易水道事業の運営に関する経費であります。主な減の内容は

人件費で、969万3,000円の減となっております。 

 １款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費、本年度予算4,650万2,000円、この目は

簡易水道６施設の維持管理に係る経費であります。主な減は、人件費で１名の退職者がお

り、697万7,000円の減、工事請負費でろ過池の砂の全部入れかえですけれども、昨年実施

をし、本年度はしないため130万円の減となっています。役務費で110万円、これは水道の

水質減の関係で単価の減によるものでございます。増は、需用費111万1,000円、委託料54

万5,000円という内容でございます。委託料については、説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 ２款事業費、１項事業費、１目給水事業費、本年度予算2,579万円、給水にかかわる給水

管の維持管理経費であります。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算１億5,487万2,000円、長期債償還元金でござい

ます。 

 ２目利子、本年度予算5,910万7,000円、長期債償還利子の内容でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金1,000円。 

 ５款１項１目予備費５万円。 

 次に、当初予算に見込まれなかったのですけれども、今後補正予算を予定しているもの

２点を申し上げます。 

 まず、第１点目として本年度から川上、栄穂地区を対象とした貴老路地区畑総事業で営

農用水事業が着工されますが、この区間内に非農家もあり、現貴老路簡易水道に取り込み、

一体とした整備及び維持管理を図るため貴老路簡易水道の事業認可の変更の委託業務を今

後予定をしております。 

 ２点目として、厚内簡易水道の石綿管改修により事業採択内示を受けた後、調査費、測

量業務委託費の補正をお願いすることになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高見込

みに関する調書、簡易水道事業債、前々年度末現在高27億777万3,000円、前年度末現在高

見込額25億5,680万7,000円、当該年度中元金償還見込額１億5,487万2,000円、当該年度末

現在高見込額24億193万5,000円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 この機会ですから、ちょっと聞かせていただきます。 

 さきの補正のときにも大体想像ついたのですけれども、本年度水道料と各種使用料上が

ったのですけれども、水道料、恐らくこの補正がありますので、これだけ予定に対してマ

イナスしたのではないのかなと思うのですけれども、そのマイナスの要因と、それからど

のクラスの使用料が少なかったかとか、そういうことをちょっとお聞きしたいなと。 
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 それから、今年の予算書の結果わかるのですけれども、これに対する相当の努力されて

いると思うのですけれども、この辺もお聞かせを願いたいなと思います。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時５０分  休憩 

午後 ４時５２分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇水沢議長 お諮りをいたします。 

 浦幌町議会会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事の都合によりあ

らかじめこれを延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４１号（続行） 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 阿部議員の質問にお答えしたいと思います。 

 減額した、減額したというのは、昨年の当初予算に対して３月の議会で600万ほど減額し

て、その辺は節水したとか、料金が上がったからというようなことでの経過があります。

それに対して、今年度につきましては、逆に使用料が当初予算よりも2,065万ほどふえてい

るということで、その辺の中身についてどうなのだかということだと思います。当然今年

度予算の１億8,685万円の考え方といたしましては、昨年度当初から４月に条文改定して上

げたのですけれども、それが思うように入らなかったと。その辺は、主に豊頃の分水とか

家庭用の中身で減っている。それから、営業用とか工業用も減ってきていると。一時的か

と、節水のこともあるのですけれども、経済情勢が厳しいからそういう節水という料金、

10トンから８トンの基本料金変わった中身において節水もあったと思います。たばこに例

えれば、たばこが上がったら一時的に吸わないけれども、最終的にまたのむというような

傾向もあるのですけれども、必ずしも水道もそれに当てはまるかどうかはわかりませんけ

れども、そういうことを期待しながら、一応戸数的に若干の給水戸数減っているのですけ

れども、昨年の当初の戸数に現在の単価アップした料金に基づいて、本年度予算を計上し

て2,065万円という増額になっている内容でございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑はないようですので、これで質疑を打ち切らさせていただきます。 

 これより議案第41号を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第41号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時５６分  休憩 

午後 ５時１２分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第１２ 発議第３号 

〇水沢議長 日程第12、発議第３号 道州制特区推進法案に関する要望意見書の提出につ

いてを議題といたします。 

 提出者代表の説明を求めます。 

 野村俊博議員。 

〇野村議員 発議第３号 道州制特区推進法案に関する要望意見書の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 平成18年３月22日。 

 提出者代表、浦幌町議会議員野村俊博。 

 意見書の朗読を省略いたしまして、意見書の要旨について説明いたします。 

 政府与党が今国会に提出を検討しており、来年４月より施行を目指している北海道道州

制特区推進法案の骨子案が去る３月６日、提示されました。その後、この案件は連日のよ

うに報道されておりますが、内閣府が示した素案は、北海道知事においても発言されてい

ますように、地方分権を推進する観点が乏しく、北海道特例を含めた財源措置も道の主張

に沿っていない。また、このままでは到底受けることができず、再考を強く要望するとい

うコメントを出しております。焦点であった国道や河川の整備、管理の委譲は、道が担う

事業を都府県並みにそろえただけであり、特区として中途半端な感じは否めません。北海

道がこれからも我が国発展への貢献や国土の保全を担い、地域の技術的発展を実現してい

くためには、社会資本整備をより一層充実、強化及び北海道開発体制を維持することが必
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要であります。 

 以上のような観点から、意見書の記載の４点の内容で内閣総理大臣、内閣官房長官、内

閣府特命担当大臣、財務大臣、国土交通大臣及び北海道知事に提出するものでございます。 

 議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げて、提案説明といたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 これより発議第３号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、発議第３号は、原案のとおり関係先に提出することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１３ 発議第４号 

〇水沢議長 日程第13、発議第４号 高齢者への負担増に反対し、安心の医療制度改革を

求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者代表の説明を求めます。 

 森啓之介議員。 

〇森議員 発議第４号 高齢者への負担増に反対し、安心の医療制度改革を求める意見書

の提出について。 

 上記議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第14条の規定により提出します。 

 平成18年３月22日。 

 提出者代表、浦幌町議会議員森啓之介。 

 意見書の朗読を省略し、意見書案の要旨について説明いたします。 

 政府は、昨年医療制度改革大綱を決定し、患者の自己負担増を求める制度改正を示唆し

ています。特に高齢者は受診率が高く、負担額も多くなります。これ以上の負担増は、国

民皆保険制度の崩壊につながります。真の医療制度改革は、生活習慣病対策として健康づ

くりや病院の診療所の役割調整、医療機関などの情報公開、受診回数の抑制や多剤投薬の

解消、また過疎地での医療体制の整備を急ぐことです。 

 こうした状況を踏まえ、安心の医療制度改革を求める内容の意見書を内閣総理大臣ほか

関係大臣に提出するものであります。 

 議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより発議第４号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、発議第４号は、原案のとおり関係先に提出することに決定しました。 

 

    ◎日程第１４ 発議第５号 

〇水沢議長 日程第14、発議第５号 新たな「高校教育に関する指針」（素案）の高校配

置計画の撤回を求める要望意見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者代表の説明を求めます。 

 森啓之介議員。 

〇森議員 発議第５号 新たな「高校教育に関する指針」（素案）の高校配置計画の撤回

を求める要望意見書の提出について。 

 上記議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第14条の規定により提出します。 

 平成18年３月22日。 

 提出者代表、浦幌町議会議員森啓之介。 

 意見書の朗読を省略し、意見書案の要旨について説明いたします。 

 北海道教育委員会は、高校教育に関する指針の素案をまとめ、高校配置の再編整備を行

おうとしている。それによると、１学年３学級以下の高校は原則再編、２学級以下は統合

か分校か、そして市町村への移管が明記されている。１学年１学級編制の浦幌高校を抱え

る本町にとっては、大変厳しい内容となっている。高校の統廃合は、生徒の進路が制約さ

れ、経済的負担がふえることや、地域にとっても若い世代の都市部への流出で過疎化にな

り、一層の拍車がかかるなど、大きな影響を与える。高校の再編整備は、地域実情、地域

の声を十分聴取して進めるべきであり、さきに公表した指針の素案による高校配置計画を

撤回し、既存高校が存続されるよう強く求める要望意見書を北海道教育委員会委員長に提

出するものであります。 

 議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより発議第５号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、発議第５号は、原案のとおり関係先に提出することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１５ 発議第６号 

〇水沢議長 日程第15、発議第６号 上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に関する要望
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意見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者代表の説明を求めます。 

 岡田愛啓議員。 

〇岡田議員 発議第６号 上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に関する要望意見書の提

出について。 

 上記議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第14条の規定により提出します。 

 平成18年３月22日。 

 提出者代表、浦幌町議会議員岡田愛啓。 

 意見書の朗読を省略し、意見書案の要旨について説明いたします。 

 ＷＴＯ香港閣僚会議では、本年12月の最終合意に向け包括的な譲許表案を７月末までに

提出することなどを盛り込んだ宣言が採択されています。その中で、日本政府は上限関税

に断固反対しており、食糧の大半を海外に依存している現状の中で農業生産と受給率を根

幹から揺るがす扱いは、十勝農業はもとより、本町農業の生死を左右する重要な問題であ

ります。今後の交渉で大幅な関税引き下げとなれば、第１次産業と結びつきの深い製造業

など、地域経済全体に甚大な影響を与えることは必至であります。生産者が多様な農業の

共存と食糧主権の確立が図られるためにも、以下の４項目について要望する内容の意見書

を内閣総理大臣ほか関係大臣に提出する内容であります。 

 議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより発議第６号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、発議第６号は、原案のとおり関係先に提出することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１６ 発議第７号 

〇水沢議長 日程第16、発議第７号 米国産牛肉輸入の全面停止継続等を求める要望意見

書の提出についてを議題といたします。 

 提出者代表の説明を求めます。 

 岡田愛啓議員。 

〇岡田議員 発議第７号 米国産牛肉輸入の全面停止継続等を求める要望意見書の提出に

ついて。 

 上記議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第14条の規定により提出します。 

 平成18年３月22日。 
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 提出者代表、浦幌町議会議員岡田愛啓。 

 意見書の朗読を省略し、意見書案の要旨について説明いたします。 

 本年１月20日に米国から輸入された牛肉390キロから特定危険部位（ＳＲＭ）の脊柱が発

見され、ＢＳＥ対策のずさんさを示しました。こうした中、安全をないがしろにした米国

政府のやり方、姿勢を糾弾するとともに、厚生労働省、農林水産省の責任を問うものであ

り、全面輸入禁止を継続するとともに安全性評価の見直しを強く要望するものであります。 

 以下、３項目について要望する内容の意見書を内閣総理大臣ほか関係大臣に提出する内

容であります。 

 議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより発議第７号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、発議第７号は、原案のとおり関係先に提出することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１７ 発議第８号 

〇水沢議長 日程第17、発議第８号 高速道路整備計画に関する要望意見書の提出につい

てを議題といたします。 

 提出者代表の説明を求めます。 

 岡田愛啓議員。 

〇岡田議員 発議第８号 高速道路整備計画に関する要望意見書の提出について。 

 上記議案を、別紙のとおり浦幌町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 平成18年３月22日。 

 提出者代表、浦幌町議会議員岡田愛啓。 

 意見書の朗読を省略し、意見書案の要旨について説明いたします。 

 国土交通省は、平成18年２月７日に国土開発幹線自動車道路建設会議で当面全線整備を

断念する決定がなされ、北海道は２路線で、一部が直轄方式での整備転換及び残りが既存

の国道を利用する内容となっています。新直轄方式建設コストを圧縮した工法による整備

は理解できるが、北海道は特例で負担が15％と軽減されている北海道の財政状況をかんが

みると、建設促進には厳しさを感じます。高速道路ネットワークは、地域経済の活性化、

救急医療、災害時の代替ルートの確保、さらには我が国の食糧供給、観光資源の提供など

の役割を果たすためにも、北海道の道路整備に特段の配慮をなされるよう、以下５項目に

ついて強く要望する内容の意見書を衆参議員議長、内閣総理大臣ほか関係大臣に提出する
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内容であります。 

 議員各位のご協賛賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより発議第８号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、発議第８号は、原案のとおり関係先に提出することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１８ 発議第９号 

〇水沢議長 日程第18、発議第９号 議員の派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第119条の規定によりお手元に配付の内容で議員を派遣いた

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、提案のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１９ 発議第１０号 

〇水沢議長 日程第19、発議第10号 所管事務調査についてを議題といたします。 

 各委員長から、次の定例会までの議会閉会中にお手元に配付のとおり所管事務調査を行

いたいとの申し出がありました。所管事務調査については、各委員長の申し出どおり各委

員会に付託して、議会閉会中にこれの調査をすることにいたしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長より申し出のあった所管事務調査については、各委員会にこれの調査

を付託して、議会閉会中の調査とすることに決定いたしました。 

 

        ◎町長あいさつ 

〇水沢議長 ここで町長より発言の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

〇八木町長 議長のお許しをいただきましたので、第１回町議会定例会の閉会に当たりま

して、一言お礼のあいさつをさせていただきます。 

 平成18年度予算全会計、一般議案、17年度予算補正につきまして、提案どおり議決いた
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だきましたことに対しまして、心より感謝とお礼を申し上げます。厳しい財政状況の中で

財政健全化２年目としての位置づけ、第２期まちづくり計画、行政改革大綱をもとに、さ

らに行政改革を進め、効率的な行政運営に努め、予算執行に当たってはより慎重を期して

まいりたいと考えております。 

 また、議員の皆様に熱心にご審議をいただきまして、その中で今後の行政運営に対し示

唆に富む発言をいただきました。厚くお礼を申し上げます。この定例会において貴重なご

意見、ご指導をいただきまして、それらをもとによりよい町政推進のために町職員一丸と

なって努力してまいります。 

 また、私自身残された任期１年間、全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 議会の皆様にご指導いただきましたことに感謝を申し上げ、第１回町議会定例会閉会に

当たってのお礼のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

        ◎閉会の宣告 

〇水沢議長 以上で本会議に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 これをもって会議を閉じます。 

 平成18年第１回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ５時３５分
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